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第４回ＢＳＥ対策検討会 議事要旨

開催日：平成１４年９月２７日

場 所：三番町共用会議所大会議室

連絡先

農林水産省生産局畜産部畜産技術課

下平、田中

℡ （内線 、 ）03-3502-8111 3508 3892
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開 会

○田原畜産技術課長 定刻になりましたので、ただいまより第４回ＢＳＥ対策検討会を開

催させていただきます。

私は畜産技術課長の田原でございます。議事に入るまでの間、司会進行を務めさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。

あいさつ

○田原畜産技術課長 まず初めに、農林水産省のＢＳＥ対策本部長であります遠藤農林水

産副大臣よりごあいさつ申し上げます。

○遠藤副大臣 皆さん、きょうはありがとうございます。時節柄何かとお忙しい中を御参

集くださいまして、誠にありがとうございました。

昨年の暮れにこの会を開きましてから随分間遠になったわけですが、その間、ＢＳＥ発

生に伴うさまざまな対策につきまして、全力を尽くして参ったところでございます。もち

ろん、皆様方の対策検討会等々の御意見をもとにして、あらゆる手だてをやり抜こうとし

てまいりました。

、 、 。歳月人を待たず 光陰矢のごとしと言いますが 発生以来はや１年を経過いたしました

全力を尽くして感染源の究明、感染ルートの解明等に当たってまいりましたが、２頭目、

３頭目、４頭目となるにつれて、やや共通する事項も判明してまいりましたけれども、い

まだに究明するには至っておりません。今後も全力を尽くして感染源や感染ルートの究明

に当たりたいと、このように考えておるところでございます。

また、大きく揺らいだ食と農に対する不信を、さらに一段と払拭すべく努力を重ねて、

監視、安全体制などを徹底的に整備しまして、国民、消費者の皆様方の食への安心感を取

り戻すために、さらに一段と努力を続けてまいりたいと思っておるところでございます。

まだまだやり残したことがございまして、今後は、 カ月齢以上の死亡牛の全頭検査、食24

肉等のトレーサビリティシステムの確立等々、やり残したことを全力を尽くして今後とも
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取り組んでまいるつもりでございます。

さらに、ＢＳＥをきっかけにしまして、農水省も大きく改革へ道を踏み出しまして、例

えば農水省では、ほとんどすべての会議をこのような公開の場で行うようにいたしており

ます。透明性、迅速性、公平性ということを一つのモットーに掲げて、今後とも農林水産

行政の改革に取り組んでまいりたいと思います。その一環として、生産対策もさることな

がら、消費者へも大きく軸足を移した農林行政を執行してまいりたい。そのために、ＢＳ

Ｅをきっかけに設置されることになりました食品安全委員会、これは大臣が長として座る

ことになりますが、今その準備室を作動させているところでございますが、それらをきっ

かけに私どもも思い切った改革をするということで、食品の消費・安全部局を新たに設置

し、さらに職員の資質の向上にも努めてまいりたいと考えておるところでございます。

５頭目が出ましたけれども、幸いというか１頭目、２頭目のようなパニック状態ではな

く比較的冷静に受けとめていただいたのは、皆様方の御指導により対策に万全を期してき

たからかなと、厚く御礼を申し上げる次第でございます。今後とも、いつ６頭目、７頭目

が出てもやむを得ないというか、あり得るんだという緊迫感を持って対策に当たってまい

りたいと思っているところでございます。

きょうは、いろんな面でＢＳＥ調査検討会などの厳しい御批判を受けた上で、やってま

、いりましたさまざまな対策について皆様方自身のお考えで総括的にレビューしていただき

かつまた、残された課題であります肉骨粉類の今後の飼料利用等についても御意見を聴取

したいと思っております。

、 、 。今度のＢＳＥ対策では 年度 年度合わせて 億円の予算をつぎ込んでいます13 14 3,500

予算と言いましても国税であり、その多くは国民の血税でありまして、不況に脅え、リス

トラにあえぎ、まだ就職もままならないという人々、あるいは、やり場のない怒りをどこ

にもぶつけようがないでいる生産者、農家の方々を思えばじくじたる思いがあり、責任の

重さを痛感しているところでございます。

今後は、現在進めております肉骨粉の処理、あるいは隔離した牛肉の徹底した検品等々

を行うと同時に、疑似患畜等の取り扱いについても見直しを図り、さらに一段と専門的、

学術的なＢＳＥの研究調査にとりかかりまして、アジアで最初の発生国となりました日本

の技術陣を挙げて対策を講じまして、今後出ないとも限らないアジア各国のＢＳＥ対策に

大きく貢献したい、あるいは学術的にも不明な点の多いＢＳＥの解明に全力を尽くして貢

献したいと考えているところでございます。
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繰り返しますが、これまでいろいろと御示唆、御指導賜ったことに対して厚く御礼を申

し上げ、かつまた、いろいろと厳しい御批判もございましょうが、忌憚なく述べていただ

きまして、我々の今後の行政の課題にさせていただきたいとお願い申し上げまして、大変

失礼でございますが、あいさつにいたします。

なお、時節柄、人事等の問題これあり、私はこれで中途で退席させていただきますこと

をお願い申し上げ、御礼のあいさつといたします。ありがとうございました。

○田原畜産技術課長 ありがとうございました。

なお、これ以降はマスコミ関係の方には別室で傍聴できるようになっておりますので、

カメラ等も含めて、ここで御退席をお願いいたします。

委員の紹介等

○田原畜産技術課長 本日は、代理の方を含めまして 名の委員にお集まりいただいてお22

ります。

まず、今回新しい委員が御就任されておりますので、御紹介いたします。

ＢＳＥ対策を検討する上で、医学的な見地やリスクコミュニケーションの観点から検討

することも重要であると考えられることから、今回より新たに国立精神・神経センターの

研究部長の金子先生とリスクコミュニケーションの権威であられる慶應義塾大学の吉川先

生に御就任いただいております。

国立精神・神経センターの金子委員を御紹介申し上げます。

それから、吉川委員は御都合により、若干遅れてお見えになる予定でございます。

また、千葉県の松田委員、北海道の東委員、全国消費者団体連絡会の日和佐委員は、そ

れぞれ御都合により委員を御退任され、今回より千葉県は樋口委員、北海道は竹林委員、

そして全国消費者団体連絡会からは神田委員が、それぞれ後任として委員に御就任いただ

いておりますので御紹介いたします。

北海道の竹林委員でございます。

全国消費者団体連絡会の神田委員でございます。

千葉県の樋口委員につきましては、本日は代理の方の御出席をお願いしております。

なお、本日は 名の委員のうち 名の方が都合により御欠席ですが、出席者名簿にあ29 12

、 、 、 、 、りますように大塚委員 大野委員 志澤委員 須藤委員 樋口委員の５名につきましては
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それぞれ代理の方が御出席されております。

次に、本日配付しております資料の確認をさせていただきます 「議事次第 「委員名。 」、

簿 「座席表」がまず配られておりますが、このほか、資料１として「ＢＳＥ発生後１年」、

の総括と今後の課題について」の１と２に分かれております。資料２「厚生労働省におけ

るＢＳＥ対応の概要について 資料３ 飼料安全法対象家畜の追加について 資料４ 輸」、 「 」、 「

入蹄角を原料とする肥料用蒸製蹄角粉について 、資料５「工業用用途の骨炭の使用につ」

いて 。」

以上の資料を配付しております。もし、抜けておりましたら事務局の方までお知らせく

ださい。

よろしいでしょうか。

それでは、事務局の方からは以上でございます。

これからの議事進行は、熊谷座長にお願いいたします。

○座長 よろしくお願いいたします。

まず、本検討会の議事の運営につきまして、これまでと同様の扱いとさせていただきま

す。また、本日の検討会は、途中休憩をはさんで約３時間、４時半ぐらいまでをめどとし

ております。よろしく議事の進行について御協力をお願いいたします。

ＢＳＥの発生及び対策の総括レビュー

○座長 それでは、早速議事に入りたいと思います。

昨年９月 日にＢＳＥの発生があってから約１年が経過しました。前回 月に開催し10 12

ました第３回ＢＳＥ対策検討会以降、第４例、あるいは第５例というふうにＢＳＥが発生

しました。

まず、ＢＳＥ発生状況とその後の対応状況等につきまして、事務局の方から概要を説明

していただき、それを踏まえて今後の対応について忌憚のない御意見を伺いたいと思いま

す。

申し遅れましたが、本日約３時間の間に、前半はＢＳＥの発生及び対策の総括レビュー

ということで議事を進行させていただき、後半は肉骨粉類の取り扱いというふうに進めさ

せていただきたいと思います。

それでは、早速、事務局より御説明をお願いします。
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まず初めに、ＢＳＥ発生の経緯と農林水産省のとってきた対策、その対応状況等につい

て、松原部長より御説明をお願いいたします。

○松原畜産部長 農林水産省生産局畜産部の松原でございます。さる６月 日に畜産部長11

を拝命いたしまして、前任の梅津に引き続きまして着任した次第でございます。よろしく

お願いを申し上げたいと思います。

お手元に資料１－１と右肩に振りました資料をごらんいただきたいと存じます 「ＢＳ。

Ｅ発生後１年の総括と今後の課題」という表題をつけてございます。かいつまんで、これ

までの経緯についてもう一度思い出していただこうということで、振り返ってみたいと存

じます。

、 、 、 、まず 昨年９月 日 千葉県白井市から出荷された牛が と畜場においてと畜に至らず10

敗血症という診断で全廃棄されたわけでございます。そのときに、農林水産省の通達に基

づくＢＳＥのサーベイランスの材料ということで、その組織について家畜保健衛生所に送

付され、診断に回って行った結果、この 日になりまして、ＢＳＥということの診断が下10

されたわけでございます。

11 21 12 13 23その後、 月 日、 月２日、５月 日、そして５例目ということで今年の８月

日、これらいずれも、と畜時のＢＳＥ検査によってＢＳＥであることが確認されたという

ことで、これまで我が国では、５例がＢＳＥの陽性牛ということで確認されたわけでござ

います。

その後、２にございますとおり、国内におけるＢＳＥの感染拡大、あるいは陽性牛の摘

発に力を入れてきたわけでございまして、平成 年 月 日から、と畜されるすべての13 10 18

牛についてＢＳＥのスクリーニング検査が行われる体制が整ったわけでございます。あわ

せて、陰性の牛でもすべての牛の特定部位は除去し、焼却される措置がとられるに至って

おります。また、ＢＳＥの検査の結果、陽性というふうに決定されたものについては、い

ずれもすべて、このと体に関するものは焼却の措置がとられたことは御承知のとおりでご

ざいます。

これによりまして、国内には、検査をされＢＳＥ陰性が確認された安全・安心な牛だけ

しか、と畜場から食用として、また飼料原料として出回らないという体制が確立されたと

考えております。

また （２）に書いてございますとおり、新たにＢＳＥの感染が広がらないための感染、

経路の遮断ということで、肉骨粉等の飼料・肥料としての使用、輸入、製造・販売を、昨
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年の 月４日から全面停止を実施しております。これによりまして、安全・安心な食肉の10

流通確保、そして、新たなＢＳＥの感染の拡大の遮断の２つの大きな原則が進められてき

ていると御理解いただきたいと存じます。

その後、平成 年度、 年度につきましては、２ページ目に参りますが、ＢＳＥに伴13 14

う国内における牛肉の生産・流通への影響、あるいは、ＢＳＥに関する情報等の提供とい

ったＢＳＥ関連対策についての実施が進められてきました。

その主な柱については以下に整理しておりますが、まず、我が国におけるＢＳＥ清浄化

の推進でございまして、これについては国内におけるＢＳＥの浸潤状況を調査する観点か

ら、と畜場におけるＢＳＥの検査に加えて、国内における中枢神経症状を呈する牛、ある

いは起立不能で原因不明のもの等、この浸潤状況調査のためのサーベイランスというもの

を実施してきております。

また、ＢＳＥと確認された牛との関連が疑われるような牛の追跡を、実際に短時間で済

ませるためのシステムということで、トレーサビリティシステムの確立に努めてきており

ます。

具体的には、国内におけるすべての乳用牛、肉用牛の耳にイヤータッグ、耳標を装着し

て、その牛の情報をコンピュータシステムにすべて登録して、関連の牛の追跡ができるよ

うな措置をとっております。これまでのところ、この個体識別システムというふうに言っ

、 。 、ておりますけれども この耳標については国内の牛の ％に装着が済んでおります また97

、９割以上の牛のデータが個体識別センターのコンピュータに既に入力が済んでおりまして

民間の方でもこのシステムを使用できるような体制が整ってきております。

第２点目の柱は、ＢＳＥに関する正しい知識の普及、食肉、畜産物の安全性についての

情報の提供でございます。

３点目は、食肉処理・流通体制の整備ということで、ＢＳＥの全頭検査をと畜場で行っ

ているわけですが、この実施に必要な食肉処理体制の設備ということで、脊髄の吸引であ

るとか、検査中の牛の内臓等の材料を冷蔵保管等するための施設のと畜場における体制の

整備でございます。また、ＢＳＥ隔離開始前については、いろいろ新聞でも報道がござい

まして、偽装表示等の悪質な事例も出ておるわけですが、 月 日以前にと畜解体処理10 17

されまして、市中に保管されていた牛肉について市場からの隔離保管、焼却の事業を実施

してきております。

４点目は農家経営の安定でございます。ＢＳＥ確認後、国内における国民、消費者のＢ
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ＳＥに対する大変な不安がございまして、牛肉に対する消費の大きな減退があったわけで

ございます。それを背景に、国内における牛肉の卸売価格の低迷、さらには出荷される家

畜の価格、あるいは肥育素牛、子牛の価格の低落が発生しておりまして、肉用牛生産農家

の大幅な所得の減少がございました。また、酪農経営においても、子牛販売の価格の低下

がございまして所得の減少があったわけでございます。

これに伴いまして、国内の牛肉、枝肉価格の低下に対しまして、牛肉の調整保管を行い

ました。また、肥育経営に対しては、所得の減少分についてＢＳＥマル緊事業といったよ

うな通称がついておりますけれども、所得の減少分の補てんをしております。

さらには、子牛の出荷の奨励、あるいは酪農家において廃用牛の出荷について、ＢＳＥ

発生の不安をもとに廃用牛の出荷の減少がございまして、乳廃牛が農家に滞留する状況が

。 。出てきました この流通円滑化の対策も一つの柱として実施してきたところでございます

また、ＢＳＥが発生した農家の再建対策ということで、酪農経営互助システムという事

業をつくりまして、発生農家で患畜、あるいは疑似患畜が処分された後に、新たな後継牛

の導入に際して、導入支援のための事業をこの４月から実施してきております。

一方、農家経営、食肉の流通販売を扱っているところについては、短期的に運転資金の

ショートを来すということが出ておりまして、これに対してはつなぎ経営資金の緊急融資

ということで、大家畜経営農家、食肉・畜産副産物処理、あるいは焼肉店等の食肉提供業

者のところに緊急融資を実施しております。

次に畜産副産物等の適正処理の推進でございます。汚染源、感染源と疑われる肉骨粉で

ございますが、食肉の流通、処理の段階では、骨とか、毛とか、そういったと畜残さが出

まして、これを適切に処理するということで、レンダリング、化製場で肉骨粉の製造が行

われているわけでございます。従来これについては、家畜の飼料、養魚用の飼料、肥料と

いうことでリサイクルされているものでございますが、冒頭申し上げたように、肉骨粉に

ついては飼料、肥料としての製造・販売、あるいは使用を禁止しているということがござ

いまして、これらについては肉骨粉は製造するけど使わないということで、すべて国の支

援のもとに焼却してきております。

また、レンダリングにおきまして、死亡牛あるいは牛の材料の処理施設と、豚、鶏等将

来的にも有用資源となり得るようなものについては、施設をきちっと分けて、原料を分け

て処理する対策を進めておりまして、レンダリングにおける施設整備費の推進も一つの大

きな柱ということで実施してきております。
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また、先ほど副大臣からも申し上げましたとおり、死亡牛については、一般のと畜検査

よりも、このＢＳＥの確認の度合いが比較的多いのではないかという欧米における指摘も

ございます。そういったことで来年４月以降、 カ月齢以上の死亡牛の全頭検査が、この24

７月のＢＳＥ対策特別措置法によって決められておるわけでございまして、その実施する

ための検査体制、検査後の死体の処理についての体制整備を現在進めてきているところで

ございます。

その他、従来から子牛等の価格の安定制度がございました。子牛については、特に牛肉

の輸入自由化対策で、肉用子牛生産者補給金制度がこれまでも用意されてきております。

子牛価格の低下に伴って、肉用子牛生産者補給金制度ということで子牛生産農家の所得の

補てんがなされたわけでございます。

以上、ＢＳＥ関連において国内で発生した事案に対する事業について述べたわけでござ

いますが、３ページ目、もう一点重要なポイントということで、感染経路の究明がござい

ます。

これまで発生農家を起点として、その農家で使用されていた飼料等からその感染源を追

跡するための川下からの調査と、汚染された肉骨粉は海外から入ったのであろうというこ

とを基に、輸入の肉骨粉等を起点として、港から生産農家に至る川上からの調査を実施し

、 、 、 。 、ておりまして ① ② ③といった点が指摘されております 今後これらの詳細について

さらに専門家による評価・分析をすることにしておりまして、また、追加の調査について

も必要に応じて実施することにしております。

こうしたことをこの１年間、力を入れてきたわけでございますが、最近の食肉の流通、

消費動向を見てみると、牛肉の消費は、昨年の８月以前の ％から ％台まで消費量が85 90

戻ってきております。また、価格については本年２月に、牛肉の枝肉Ｂの２、３といった

規格の省令価格では 円まで落ちていましたが、最近では 円を超える水準で推移393 1,000

している状況になっております。需要についても、焼肉の消費もまた戻ってきておるわけ

でございます。

この７月４日には、与野党の議員提案ということで牛海綿状脳症対策特別措置法が施行

されておりまして、この発生の予防、蔓延防止の措置を定めておりますし、先ほど申し上

げたように、 カ月齢以上の死亡牛の全頭検査の仕組みが導入されております。24

この法律の中では、農水省と厚生労働省が、ＢＳＥの患畜が確認された場合、この対策

をとることについて基本的な計画を定めることが法律事項として定められておりまして、
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７月 日に基本計画を策定して、公表しております。30

死亡牛の検査については既にお話申し上げましたので、省略させていただきます。

本年４月２日に「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会」の報告書が出されたわけでござ

いまして、その中で「食品安全行政に関する関係閣僚会議」において 「今後の食品安全、

行政のあり方について」がとりまとめられております。現在、内閣府に「食品安全委員会

（仮称 」の設置の準備室ができておりまして、その設置に関する組織、それを運用する）

ための食品安全基本法等の制定の準備をしております。

農林水産省においても、食品安全委員会の設置等に対応して 「 食」と「農」の再生プ、「

ラン」をこの４月に公表して、大きく農林水産行政の軸足を消費者に移すということで改

革に取り組んでおるところでございます。組織的には、食料消費行政と、食品あるいは農

産物の生産振興の部局を分離して、新たに消費行政、食品のリスク業務を行う新局を設置

することで所要の組織、予算の要求をしております。

こういった過程で、４ページの下にありますような牛肉の保管、処分事業をめぐりまし

て、偽装表示、輸入牛肉を国産と偽って申請するという事件が出ておりまして、これらに

ついては既に行政調査を行い、事実を確認したところについては詐欺罪での刑事告発、あ

るいは牛肉関係営業の自粛等実施させてきていただいております。

今後の課題でございますが 「 食」と「農」の再生プラン」に即して、消費者サイドに、「

大きく軸足を移した農林水産行政への改革を具体化するということで、先ほど申し上げま

したような組織改革とか関係法令の整備をしていくことにしております。

また、ＢＳＥ対策特別措置法を踏まえて、感染源や感染経路の究明、死亡牛の検査を行

うための体制整備、牛肉のトレーサビリティシステムの確立のために鋭意努力してまいり

ます。

牛肉の偽装事件が相次いだことから、今般、食肉業界・行政の体質改善を図るため、調

査検討委員会を設置することを既に公表しております。この第１回の会合を来週月曜日の

９月 日に開始し、業界なり食肉行政の体質改善のための提言をいただくこととしており30

ます。

大変雑駁でございますが、この１年間に発生したことと、農林水産省が厚生労働省ほか

関係省庁とも連携してとってきた対策と今後の課題について報告させていただきました。

ありがとうございました。

○座長 どうもありがとうございました。
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続きまして、厚労省がとってきましたＢＳＥ対応の概要等について、厚生労働省・尾嵜

食品保健部長の方から御説明をお願いいたします。

○尾嵜食品保健部長 食品保健部長の尾嵜でございます。

、 。それでは お手元の資料の２に沿ってＢＳＥ対応の概要について御説明を申し上げます

１ページ目をごらんいただきますと、今御説明があったような事柄、９月 日以降の事10

柄を書いてございますが、ポイントだけを申し上げますと、２ページをごらんいただきま

すと、第１例目が発生した以降、一つは 月５日に書いてございますように、牛由来の原10

材料を使う食品の自主点検をやっていただくということで要請したのが 月５日でござい10

ます。

それと 月 日がございますが、次のページにも出てきますが、 月 日から全国10 16 10 18

一斉のスクリーニング検査を始めたわけですが、その際に、スクリーニングを自治体の方

でやっていただく、確認検査を国の方がやるという形になっておりますが、そういった場

合の公表の時期の考え方を整理したのが、 月 日の最初の白丸でございます。10 16

３ページをごらんいただきますと、 月 日に、と畜場法の施行規則を改正して、特10 17

。定部位と言われるものについての焼却の義務づけをこの時期に整理したものでございます

同時に、食肉処理における特定危険部位の管理要領として、汚染防止等の対応について通

知したものでございます。

月 日から、全国一斉のスクリーニング検査が始まったということでございます。10 18

対象については、御承知のとおり、と畜場に来るすべての牛に対して実施するという体制

で現在まできておるところでございます。

月 日に専門家会議を開催して、確認検査の内容、どういったケースをＢＳＥと判10 26

定するかということについて、そこに書いてございますような①、②の内容について、こ

ういったケースをＢＳＥ陽性と判定するということで、専門家会議の方で整理していただ

いたものでございます。

月 日に、先ほど申し上げました特定危険部位を含む恐れのある加工食品の自主点11 12

検結果について報告させていただいたものでございまして、製品回収については 件あっ22

たわけでございます。

４ページでございますが、 月 日にスクリーニングを始めまして、と畜場の検査で11 21

スクリーニング検査として初めて最終的にＢＳＥであると判定されたケースが 日に出た21

ということで、国内２頭目というケースでございました。
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月２日の欄をごらんいただきますと、３頭目、スクリーニングで見つかったケースと12

しては２頭目のケースがあったというものでございます。

それから、 月 日に研究班会議を開催して、背割りの際の脊髄による枝肉汚染につ12 25

いて検討していただきまして、背割り後の、先ほど申しました取り扱い要領に示しており

ます高圧洗浄で効果があることを確認していただいたところでございます。

それと同時に、②に書いてありますように、さらなる予防的観点から、背割り前の脊髄

除去技術の検討を進めるべきということで、次の５ページに、１月 日に脊髄の除去の導31

入を進める旨、都道府県に要請したところでございます。実態を申し上げますと、現在の

ところ、およそ全国のと畜場のうちの４割強、５割を若干下回りますが、背割り前の脊髄

除去を実施している状況でございます。

その後、３月 日のところをごらんいただきますと、研究班会議を開催して、その結果22

を踏まえて、４月１日に書いてございますように、めん羊及び山羊の取り扱いについて、

、 、①に書いてございますように カ月以上のめん羊及び山羊の特定危険部位の除去・焼却12

並びにサーベイランスを以前からやっておりましたが、対象月齢を カ月に引き下げて行12

うという整理をさせていただいたものでございます。

次に６ページでございますが、先ほど松原部長からお話がございましたように、４月２

日の欄の２つ目の白丸にございますように、両大臣の私的諮問機関ということで、ＢＳＥ

調査検討委員会の検討がずっと行われたわけでございますが、４月２日に総理の方に報告

書をお出しいただいた、両大臣から提出したというものでございます。

５月 日に、国内４頭目の確定診断がついたというものでございます。13

次のページでございますが、８月 日に５頭目の確定診断ケースがありました。23

９月 日、最近でございますが、専門家会議を開催いたしまして、現在、先ほど最初に24

申し上げましたように、と畜場での検査は自治体でやっていただいているわけですが、ま

ず一次スクリーニングということで、エライザ法という方法で全頭検査をやっている。そ

れで陽性と判定された場合に確認検査を行うという手順は先ほど申し上げたとおりでござ

います。その際に、確認検査をやっている実施機関が、１つは帯広畜産大学、もう一つは

、 、国立感染症研究所 この２つの施設で先ほど申し上げました確認検査の免疫組織化学検査

あるいはウェスタン・ブロット法という確認検査を実施しております。

ウェスタン・ブロットという方法については、この２つの施設以外に、神戸と横浜の検

疫所に検査センターがございますが、そこでウェスタン・ブロットの検査をやっておりま
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す。こういう４つの施設で対応しているということで、この全頭検査が始まって以降各自

治体の方から、搬送していただくのは時間がかかるということもあって、各自治体でも実

施したいという御要請がございました。今年度既に御希望の自治体については、帯広畜産

大学の方で研修していただきまして、基本的には技術的な問題がないと思われる自治体に

ついては、確認検査を今後していただこうということで、この９月 日の専門家会議で方24

向性を出していただいたところでございます。今後、事務的に内容を細かく詰めまして、

再度、専門家会議にその要件等について御了解を得た上で、具体的な自治体の方に御相談

して、実施していただく方向に持って行こうと考えているところでございます。

御参考にその後に資料がついておりますが、８ページはこれまで千葉で出たケース、２

番以降が全頭検査の中で見つかった、確定された４ケースについて、生年月日並びに右端

の方には検査結果を書いてございます。ごらんいただきますと、生年月日の方は、平成８

年３月、４月というケースが４例目まででございます。今回の５例目については若干ずれ

ておりますが、平成７年 月という生年月日になっております。12

、 、 、検査結果については 御覧いただきますと 確認検査を３つの方法でやっておりますが

３つとも陽性というケースもございますが、そこにある病理組織検査は一般的な病理組織

を見ているものでございますが、これでは、例えば典型的なものでは空胞というものが所

見として出てくると見られているわけでございますが、そういった病理組織検査ではマイ

ナスというケースも、２例目、５例目のケースでは脳の方に病理組織としては出ておらな

い、所見として出ておらないケースもあるという状況を示しております。

一番最後の一枚紙でございますが、昨年の 月 日から実施したと畜場でのスクリー10 18

ニング検査の全体について数字を挙げております。９月 日までの数字で、 万頭の検21 110

査を実施したものでございます。３つの欄に分けておりますが、トータルの欄をごらんい

ただきますと、陽性の欄に 件の陽性というのがございます。これは申し上げております97

ように、と畜場で実施する一次のスクリーニングの検査の結果として陽性となったもので

ございます。このうち、と畜場で陽性となった 件のうち、最終的にＢＳＥと確定診断が97

なされたのは４例でございます。およそ に近い陽性例がございましたが、そのうちの100

確定が率的には非常に少なくて、いわゆる疑陽性というケースもこの数字のような形で出

ているという実態を示しております。

私の方からの御説明は以上でございます。

○座長 どうもありがとうございました。
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飼料安全法の改正についての検討が進んでいるそうですので、その概要についても、飼

料課長から御説明願いたいと思います。よろしくお願いします。

○木村飼料課長 飼料課長の木村でございます。

お手元の資料３をお開き願いたいと思います。本日、２点ばかり報告事項ということで

お話させていただきたいと思います。これについては、先般９月 日に開催されたＢＳＥ24

の技術検討会で検討されたものでございます。

１点目は、めん・山羊及びしかの飼料安全法の対象家畜としての追加ということでござ

います。御案内のとおり、昨年 月４日に、肉骨粉については、すべての家畜について製10

10 15造・販売を停止するということで行政指導で行ったわけでございます。その後、 月

日に法的規制、飼料安全法の対象ということで規制をかけたわけでございます。ただし、

ここにございますように、めん・山羊及びしかにつきましては、もともとの原則は経済動

物ということと、相当数飼養ということでございまして、対象とされていなかったところ

でございまして、法的規制ということではなしに、行政指導で停止してきたところでござ

います。今般、しかにつきましてはＣＷＤ、慢性消耗性疾患と言いますが、ＣＷＤ以外に

も、ＢＳＥ、スクレーピー等伝達性海綿状脳症の発生、拡大を防止するという観点で、め

ん・山羊及びしかにつきましては、以下の改正案、新旧対照表にございますように、対象

家畜に追加するのが妥当ということで検討されたところでございまして、これに基づきま

して、今後、農業資材審議会で検討を踏まえて政令化を図っていきたいというのが１点で

ございます。

次に２点目、資料はございませんけれども、ポークミールの飼料利用の再利用について

でございます。御案内のとおり、現在、豚の肉骨粉については、牛肉骨粉と分離せずに焼

却されているところでございます。ただ、畜産物の有効利用の観点から、飼料利用がいろ

いろ求められているところでございます。

これについて検討を行った結果、豚肉骨粉自体がＢＳＥの感染原因になることはないと

いうことで、技術的には問題はないとされたわけでございますけれども、クロスコンタミ

の観点から、これを確実に防止するのが必要ということが指摘されておりまして、今後、

クロスコンタミの防止対策等担保措置を検討した上で、どういった条件づけを行うかとい

うことを検討した上で、再度本対策検討会にお諮りしたいと考えておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。

以上でございます。
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○座長 どうもありがとうございました。

前半の部分についてそれぞれ概要を御説明いただいたわけですけれども、この関連でま

ず御意見をいただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。挙手でお願いいたし

ます。

○委員 私は食肉業界で市場関係の代表で来ております。

私ども、ＢＳＥが９月 日に発生しまして、その後、厚生省並びに農水省の指導に基づ10

いて、と殺、解体についていろいろ行政指導でやってきました。一番問題は、厚生省のＢ

ＳＥの対応の概要についての２ページにあります、９月 日、このＢＳＥ対策会議が開か27

れたときに、厚生省の代表の方、タカイ課長だと思いますけれども、全頭検査をする必要

はないということを盛んに申されていたのを私は覚えているんです。和田さんなんかは、

全頭検査すべきだというような御意見で、全頭検査に踏み切ったという経過があったと思

います。

それで、我々も全頭検査を要望しました。全頭検査によって我々も安心して国民に供給

できる体制が整ったと思っておりますし、それによって消費者の皆さんに評価された。そ

のときに、 カ月未満のものは必要ないとあれだけ申されたのに、今度は生後 カ月以30 12

上の牛の頭骨及び脊髄、すべての牛の回腸部分を除去し焼却するようにということで、私

どもはそれに従って危険部位４部位といいますか、要するに回腸、脊髄、脳、眼の４部位

については焼却を指導どおりしておりました。

この１年間、ここにありますように頭骨については１年間の猶予を持ってするというこ

とでございましたけれども、頭骨については普通のレンダリング業者に委託して焼却して

もらっております。現在もしてもらっています。だけど来月の 日から、それはレンダリ18

ング業者ではなくて、一般の産業廃棄物で燃やしてくださいという指導になるらしいんで

すけれども、私どもと殺業務をしている者でも、その焼却を引き受けてくれるところは現

在なかなか確保できません。それについて厚生省にもいろいろ話している最中ですが、そ

ういうことについて私どもは現在１年間やってきたように、レンダリング業者に焼却をお

願いして、農水省の説明にもありましたように、国の担当で全部肉骨粉については焼却処

理するということもおっしゃっておりますので、そういう方向で私どもはこの１年間やっ

てきたようなことでやってもらいたいと思います。これは要望として厚生省並びに農水省

の両部長にお願いしたいと思っております。

あと半月少ししかない間に、その頭骨を燃やすための施設を造れと言われてもなかなか
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簡単にできるものではございません。ましてや東京の場合は、芝浦の品川の駅前のああい

うところでと殺しておりますので、そこへそういう処理施設を造りなさいと言われても、

東京都も造れないでしょうし、環境問題からなかなかそういうわけにもいきません。今現

、 。在処理するところを模索中らしいですけど なかなか確保は難しいような状況であります

今まで１年間やってきたように、レンダリング業者にとってもらって、それを農水省の方

でやっているような形で処理してもらいたい、そういうふうに要望します。

以上です。

○座長 どうもありがとうございました。

今の御発言に関しまして、お願いします。

○尾嵜食品保健部長 御要望ですが、今私どもは 月 日までの１年間の猶予をもって10 18

お願いしたわけですけれども、現場の状況を今調べております。どういう状況かを調べて

おりまして、その際に、今御発言があったような形、そのままレンダリングの方でという

形を、何の条件もなしにいいというふうに言っていいかどうかということも含めて私ども

検討しておりまして、どういう形であれば現場がスムーズに対応していただけるかという

ところも含めて検討しております。ただ、基本的には１年間猶予をもって対応してほしい

ということでお願いしてきたものでございますから、そういう処理をする時期をずらすこ

とは、１年たって準備ができておらないというわけにもなかなかいかないのではないか。

ただ、やり方としてどういう形が現場として実際的に取り得るのかというところを、今調

査も含めてやっております。

○座長 委員、どうぞ。

10 18○委員 今の委員と関連がございますが 私は副産物の方の代表で出ておりますが 月、 、

日から今おっしゃったようなことになるわけですが、今副産物業界の話題となっているの

は、そういうことが仮にできても、例えば地方公共団体では、費用がかかるから要するに

業界も持ってくださいとか、そういう問題がすぐ起きるわけです。地方公共団体はやり切

れないからその費用は業界で持ってくださいとか、そういうのが非常に出て我々も大変困

っているという実情がございます。その辺は前向きに。もちろん、適正なそういうもので

することについて、我々業界は全くＮＯというつもりはございません。あくまでも危険部

位が発生したということで、我々業界にとって全く関係がないとは言いません。

特に副産物の内臓ですが、先ほど焼肉関係については大分需要が回復したと言われてお

りますが、特に危険４部位は皆さん御存じのとおり内臓なんです。特に白ものと言われる
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ものとか、脊髄の中の先っぽにあるテールというものは、多分それがあるんじゃないかと

言って、その消費が現在でも回復していないというのが現実問題あるんです。そこへ持っ

てきて、焼肉協会の申委員の方から後からあるかもしれませんが、確かに回復しておりま

すが、焼肉業界の中で変わってきているわけです。出すメニューが牛肉であり、豚肉であ

り、極端なことを言えば海鮮類、野菜物とかいろいろなメニューがたくさん出て、消費者

にマッチしたから売り上げは回復したんですが、中身で売れているのは大分変わってきて

いると思うんです。そういう点が見落とされているんじゃないかと私は思っております。

依然として内臓業界については、いわゆる白ものというものは回復しておりませんとい

うことをお話しておきたいことと、先ほどのそういうものに対する、また費用を負担する

という話になると、中小企業が多い内臓業界においては負担に耐えられないんじゃないか

ということを私は非常に危惧しております。そういうことをお話しておきます。よろしく

お願いいたします。

○座長 どうもありがとうございました。

ほかに御意見をいただきたいと思います。

委員代理から、委員の御意見を紹介していただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。

○委員代理 今話題になっているのとこの場でちょうどタイミング的に合うのかどうかわ

かりませんけれども、座長の御指名でございますので、代理ですが発言させていただきま

す。これは意見として言わせていただきますが、後で農水さんの方から御意見とお考えを

聞かせていただいたらありがたいと思います。

まず結論から言いますと、規制対象品目の見直しをしてもよいのではないでしょうかと

いうことを言いたいわけです。日本でＢＳＥが確認されてから１年が経過して、全頭検査

も軌道に乗ってきたように思います。安全性が担保されている製品は規制の対象から除外

してもよいのではないかと思います。我々の業界で言うと、ゼラチンとか、その副産物で

ある第二りん酸カルシウムというのがあるんですが、これが飼料用、肥料用に昨年の 月10

から販売禁止になっております。現在も禁止は継続されているわけです。このような製品

はＢＳＥ発生国以外の原料を使い、特定危険部位は使用しておりません。かつＷＨＯが認

めている不活化工程を経て製造されている安全な製品だと考えております。

当初は、昨年の 月ですけれども、肉骨粉の関係から、牛由来の製品を幅広く規制の対10

、 、象とせざるを得なかったということは理解できるんですけれども 現在は全頭検査も進み
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状況は変わったのではないかと思います。やみくもに規制をはずすことは当然できないわ

けですが、理由づけができるものは除外した方が、むしろ国民のためではないかと思いま

す。今言った製品以外にもこのような製品はあるのではないでしょうか。国としてもしっ

かり安全を確かめて、規制解除ができる製品は解除の方向で検討してよいのではないかと

考えます。

以上、総括的なことですが、この辺について農林水産省の御意見がお伺いできたらあり

がたいと思います。

以上です。

○座長 この点につきまして飼料課の方から御説明いただけますか。

○木村飼料課長 飼料と肥料ということで、多分内容的には一緒になるかと思います。第

二りん酸カルシウムについては、鉱物由来のもの及び脂肪、たんぱく含有していないもの

は輸入、製造、一時停止措置の対象外としているということで、これはＯＩＥのコードに

基づいて、微量たりともたくぱく質、脂肪が含まれないということが輸出入の条件になっ

ているということで、鉱物由来のものについてはりん酸カルシウムは大丈夫ということに

なっておりますが、動物性由来のものについては含有される恐れがあるということで、認

めていないということでございます。これについては諸外国の取り扱いとか専門家の意見

を聞いた上で、今後検討していく必要があるのではないかと考えております。

、○松原畜産部長 今第二りん酸カルシウムについて飼料課長からお答えしましたけれども

お話のあったゼラチンは飼料安全法の省令基準の中で一定の処理をされまして、例えば由

来が皮由来、骨由来の場合。骨由来の場合には頭蓋骨、脊椎骨、椎骨が使われていないも

のであって、一定の工程で処理されたものについては一時使用停止措置の対象外になって

いるものがございますので、必ずしも全般にゼラチンそのものを、すべて包括的に飼料な

り肥料用の利用を止めておらないということを御理解いただきたいと思います。

また今後、畜産副産物、ゼラチン、第二りん酸カルシウムもそうでございますが、家畜

、 、 、由来の加工品については 科学的にＢＳＥを広げる恐れがないと証明されること 技術的

科学的に証明されれば安全が確保されて使用の道が開けることもあり得ますので、それに

ついてはＢＳＥに関する技術検討会と専門の方々の御意見等踏まえながら、冒頭、先ほど

飼料課長の方から肉骨粉の利用のこれからの検討の筋道ということでお話し申し上げまし

たが、そのように進めてまいりたいと思っております。

なお、ゼラチンも、先ほど申し上げたような処理工程の話、あるいは飼料原料が基準に
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合ってないものについては使用禁止とさせていただいておりますので、その辺は私どもな

り専門のところに御相談いただくことで対応してきております。

○座長 肥料、飼料のお話に移っておりますが、その関連でほかに御意見はございません

でしょうか。

○委員 肥料業界を代表して出ております。

肥料関係者を代表して意見と質問を申し上げる前に、一言申し上げます。我々肥料業界

、 、 、 、 、 。は 明治 大正 昭和 平成を大先輩の方々が御苦労され 日本の農業を守ってきました

長い時代の中で全く経験のない事態が昨年 月１日に日本に狂牛病が発生したことによ10

り、昨年の 月４日以降、肉骨粉等として蒸製骨粉、蹄角粉、乾血、肉粕、蒸製皮革粉、10

フェザー等々の主力動物有機肥料が全面輸入禁止となり、はや１年近くになります。有機

農業を目指して努力しておられる篤農家ともども途方に暮れておる毎日です。日本の国民

の健康を守り、安心して食味の高い農産物を供給しておられる日本の農家を助けてくださ

い。輸入の全面禁止は過去にありませんでした。我々肥料業界挙げて、技術検討会の諸先

生方の必死の努力により、一日も早い輸入解除をお願い申し上げます。

次に、検討会に肥料業界からの要望書、資料をお渡ししております。それについてでき

るだけ早く、できれば５回目の検討会を開催していただいて、その場で解除すべきものは

解除してほしいというのが肥料業界の一同の意見でございます。

次に私として発言を申し上げますが、１番、一時停止措置は餌への誤用、流用を防止す

ることが目的であったが、この考え方に変わりはありませんか。

２番目、肉骨粉ではなく問題のない蒸製骨粉、蒸製皮革粉、乾血等の輸入について、な

ぜ解除されないのか、何が問題なのか教えていただきます。

３番目、特に上記原料を一部使用して生産した複合肥料、配合肥料です （液体肥料を。

） 、 、 、含む は何が問題なのか 平成 年 月４日以降 在庫として凍結されている複合肥料13 10

配合肥料はどのように処理する考えか。ＷＨＯ条件をクリアしているだけではだめなので

しょうか、お伺いいたします。

４番目に、今後関係する肥料を解除するために、農水省としてどうしようとしているの

か、我々肥料メーカーとしてなすべきことはあるのか、お伺いいたします。

５番目、今回の措置により肥料業界は多額の実質的な損害を受け、日を追うごとにさら

に拡大しています。国としてこの対処はどうするのでございましょうか。

以上、農水省御当局より明確なお答えをちょうだいいたします。終わります。
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○座長 多数問題が提起されましたけれども、これについては農水省のどなたがお答えい

ただけますか。生産資材課長、お願いします。

○竹原生産資材課長 生産資材課長の竹原と申します。今の御質問、御要望に何点かござ

いましたお答えをさせていただきます。

まず包括的なお話をさせていただきますと、本年７月 日に定められた牛海面状脳症対31

策基本計画、いわゆるＢＳＥ基本計画において、牛の肉骨粉を含む肥料については、その

13 10使用 製造または販売に関し 必要な規制措置を講ずることになっております 平成 年、 、 。

月４日以前に製造された肉骨粉入りの複合肥料、お話の中に出てまいりましたが、これに

ついては牛への誤用、流用というのを防止し、ＢＳＥの感染経路の遮断に万全を期する観

点から、現在でも工場からの出荷につきまして、一時停止をお願いしているところでござ

います。

続きまして、今問題になっております肉骨粉入りの複合肥料の問題でございますが、技

術開発研究という立場からでは、牛の肉骨粉の取り扱いにつきましては、本年度から肥料

中の牛由来のたんぱく質と異常プリオンたんぱく質の検出方法の開発とか、あるいは異常

プリオンたくぱく質の不活化技術の開発について、産学官で連携して研究を開始しており

ます。肉骨粉入りの複合肥料については、引き続き厳重な保管要請をお願いせざるを得な

いところでございますが、このような研究を行っているところでもございます。その成果

や科学的知見を踏まえまして、専門家、関係者の御意見などに基づいて今後の取り扱いが

検討されるべきものであると考えております。

それから、お話の最後にございました国による適切な処理という点でございます。これ

に関しては現時点では何とも申し上げられませんが、御要望の向きにつきましては、内部

で申し伝えたいと思っております。

それからもう一点、輸入の蒸製骨粉について、これの停止の解除ということで御要望が

ございました。現在ＢＳＥのステータス評価ということで、各輸出国からの回答などを分

析して評価を行っておるところでございます。肥料用の蒸製骨粉の輸入停止の解除につい

ては、ＢＳＥステータス評価の結果を踏まえて検討することになっております。現時点で

は、輸入の一時停止措置の取り扱いは、そういうことで決まっていないという状況でござ

います。

私の方からは以上でございます。

○座長 委員どうぞ。
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○委員 今課長さんから御説明がありましたけど、しからばステータス評価の結果はいつ

になるんですか。

○座長 衛生課の方でお願いします。

○杉浦国際衛生対策室長 国際衛生対策室長の杉浦でございます。

ステータス評価のスケジュールでございますけれども、本手続については昨年４月から

、 。 、開始して まだ継続中でございます 先般 日に第 回ＢＳＥ技術検討会を行いまして24 12

最終報告書の様式について議論いただきましたが、今後は、低リスク国と評価される可能

性のある国に対し、暫定評価案を取りまとめまして、次回の技術検討会、 月に開催予定11

としておりますが、ここで意見をいただきまして、その結果を踏まえて修正を加えて評価

対象国に送付して、対象国からコメントをもらった上で、最終報告書という形で公表して

いきたいと考えております。

この第三国のステータス評価の結果、それから、国内での使用に関する検討結果を踏ま

えまして、現在海外から輸入が停止されている品目について、必要なリスク低減措置を講

じた上で、停止措置を解除することを検討していきたいと考えております。

それから、先ほど御質問がございました、現在講じている輸入停止措置は、飼料への誤

用防止という観点からとっているのではないかという御質問ですが、現在とっている輸入

停止措置の対象になっている品目は、飼料または肥料に使われる可能性のあるすべての動

物性加工たんぱく質を対象にしております。これは肥料として使われることによって飼料

として誤用されるというのももちろん理由の一つなんですけれども、それ以外に肥料とし

て使われることのリスクも、野生動物が摂取したり、牛に最終的に暴露される可能性があ

るのではないか。こういったことで肥料につきましても、飼料ほどはリスクは大きくござ

いませんが、肥料として使われるものについても、対象としているということでございま

す。これはＥＵにおいても同じような措置がとられております。

それから、肉骨粉だけではなく動物性加工たんぱく質、広く対象としている理由につき

ましては、と畜場から出される廃棄物を対象として生産される動物性加工たんぱく質につ

いては、ＳＲＭ、危険部位を含む可能性があるということで、これは仮に牛が摂取すれば

ＢＳＥの発生の原因になるということで、肉骨粉だけでなく、広く動物性加工たんぱく質

を対象にして輸入停止を行っているということでございます。これもＥＵでとられている

措置と同様でございます。

○座長 肥飼料のことも含めまして、その他のことでも結構ですが、御意見をいただきた
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いと思います。

○委員 諸々の対策をしてもらって今ようやくもとの価格になってきて、農家の人はほっ

としておるところです。だけど、牛が具体的に頭数が減ったのか、現状維持なのか、これ

は今後のと畜場の皆様方、副生物の関係の皆様方、大きなものですけれども、そういうデ

ータがあったら教えてもらって。黒牛、国産牛がどういう飼育頭数に減ったのか増えたの

か、教えてもらえばありがたい。またその中で特に乳牛が、梅原さんがおいでになってい

ますが、どういう状態になっているのか。というのは、今後の食料自給率の問題も含めて

大切な問題ですから、ちょっと教えてもらえるとありがたいと思います。

○熊谷座長 これにつきまして、データをお持ちでしょうか。

○松原畜産部長 ただいまの委員からの御質問でございますが、現在の我が国における牛

の飼養状況は、私ども毎年２月１日現在ということで統計調査を実施しております。２月

14 172 6,000 283 8,000のデータは手持ちが、 年で乳用牛の飼養頭数が 万 で、肉用牛が 万

でございまして、この時点では余り大きな変動はないのではないかと思っております。な

お、と畜場への出荷状況は、一時期乳用牛からの廃用牛の出荷が滞りまして、今年の３月

末で約４万 頭、全国で滞留しておりました。これが７月末の時点で約１万 頭余8,000 2,000

りに滞留が減ってきております。実は毎月１万頭ぐらいの牛が現役を退いている状況にご

ざいまして、そういう意味では滞留という状況はかなり改善されておるのではないかと見

ております。

なお、そういう面で出荷がしにくい状況にあるという心配、その他がございます。そう

いったところについては流通円滑化事業、あるいは万が一に備えて互譲システムの整備も

ございますので、出荷していただけるようにお話し合いをしております。

なお、昨年の９月の上旬、成牛のと畜頭数が約 頭余りでございまして、 年の９5,200 14

月上旬、若干少ないんですが、 頭、短期的にはいろいろ変わりますので、同じ週でも4,760

休み関係で変わっておりますが、頭数的には余り変わらない、出荷頭数もほぼ前年並みに

きているのではないかと思っております。

○委員 どうもありがとうございました。

○座長 委員、お願いします。

○委員 私も生産者の一員なんですけれども、ただいまのこととは違うんですが、ＢＳＥ

が発生して、農水省、厚生省それぞれさまざまな対策を打っていただいた。１年たったと

いうことで、まだまだ残された問題はあると思いますが、相場的にも消費の面でも、もと
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に近い状況に戻ってきた。生産者も、これは大変なことになるな、みんなつぶれてしまう

んじゃないかと大変心配したんですが、そういうことも余りなくて今日に至っているとい

うのは、総体的に私は諸対策がうまく機能してきたのではないかということで、生産者の

一人として御礼を申し上げたいと思います。

そういう中で一つの事実として食肉処理の市場隔離の問題がありますが、当初は、とに

かく牛肉はもともと安全なんだから、一時市場隔離して保存して、そのうち相場が回復し

たらまた出そうということで隔離が行われた。それが途中から、国の買い取りになりまし

た。この問題については雪印食品とか、日本ハムとか、ああいうまさに悪質な行為ばかり

が目立っておりますが、それに隠れてというかその反面、途中から賞味期限という問題が

出てきました。これは恐らく国会の論争の中でいろいろ出されてきた問題だろうと思うん

、 。ですが 賞味期限はどういう概念で決められるかということが非常にはっきりしていない

明らかに５年、 年たって食べられないものは食べられないんですけれども、例えば現在10

は２年という形で区切られているのではないかと思います。３年のものが果たして食べら

れないのかというと、保存の仕方によれば十分食べられるし、商品にもなるということは

言えると思うんです。

とにかく市場隔離したときの経過から考えて、隔離したサイドの方としては、私どもも

その一員なんですが、回復した時点でまた自分で持ってきて市場に出したいという気持ち

があったわけですが、たまたま２年以降の十分賞味に耐えられる商品が結局買い上げ対象

からはずされてしまった。そのことによって、まじめに対処したにもかかわらず、一方で

犠牲という言い方はおかしいんですが、かなり被害が出ている実態もあるということを一

応報告して、御認識いただきたいということだけは申し上げておきたいと思います。

○座長 どうもありがとうございました。

幾つか御意見がございますね。委員の方からお願いします。

○委員 この１年間のいろんな対策の中でいろいろ進められたことは事実あるんですけれ

ども、あと５頭目が出てきたということで、５頭の共通性が出てきて、ある意味やれやれ

ということもあるんです。ただ、その感染経路がまだわかっていないということで、デー

タをたくさん欲しいという意味では、私どもも死亡牛の検査をやってほしいという意見を

ずっと出していたんです。来年度いよいよ予算も組んでやられるということで、いいと思

うんですけれども、この辺の究明を急ぐ必要があるのではないかということからすると、

もっと急いで死亡牛の検査をすべきではないかと思っておりますが、その辺がどうなのか
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ということを一つお聞きしたいと思います。

それからもう一つは、私もうろ覚えなんですが、技術検討会のところで、１頭目以前に

もＢＳＥが発生していた可能性があるのではないかという報道を見たんですが、もし違っ

ていたらごめんなさい。そういうことがありましたので、これ以前にも日本で発生の可能

性があるのかどうかをお聞きしたいと思います。

それから、資料１の今後の課題というところの（３）なんですが、第三者委員会を設置

して検討する。９月 日から始まるということがあります。多分ホームページなどで発表30

されていると思いますけれども、どんな方がメンバーなのかなということと、今後のスケ

、 、 、ジュールとか 改めて第三者委員会の目的というんでしょうか 何となくわかるんですが

もう一つわかりにくいところもありますので、そのあたりをお聞きしたいと思います。

○座長 そのほか御意見をいただいてから、まとめて今の御質問もお答え願いたいと思い

ます。委員、どうぞ。

○委員 意見というよりは現状報告になると思うんですが、配合飼料製造業界の現状とい

、 、うことで 概ね１年前の 月４日から肉骨粉の使用は禁止になっているわけですけれども10

現在、配合飼料製造業界が投げかけられている課題は、牛飼料の生産工場の専門化ないし

は完全分離化というテーマが投げかけられておりまして、多分本年度中に法制化されるで

しょうし、 年３月までしか経過措置期間がないということで、我々としては、従来決め17

られてきたガイドラインで使ってきたわけですけれども、それではいかんということで、

その体制をとらなければいかんという状況になっているわけです。

私どもは、それを行うということは非常に大きな投資も伴いますし、ひいて言えば業界

の再編成ぐらいまで行かざるを得ないのかというぐらい大きい問題を抱えているのが現状

でございます。それについては、 年３月までに設備投資なり製造方法を完成するのを待17

、 、っているわけにはいかないので できるだけ早くやりたいという考え方はあるわけですが

そういう状況の中で今禁止されている肉骨粉の使用をどう再使用させていただくか。

これは毎々配合飼料業界から申し上げているとおり、肉骨粉については、国内畜産の振

興、リサイクル畜産ということで、我々としては科学的に安全が証明されたものについて

は、早く使わせてほしいということを申し上げているんですが、我々の準備も相当大きな

ものを投げかけられましたので、その再使用についてもそれと並行的にやっていって、早

く完璧なものを使えるようにしていきたいということで、相当大きな問題にこの１年で変

わってきてしまっているのが現状です。
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○座長 ほかに。委員、どうぞ。

○委員 先ほど委員から賞味期限の問題が出ております。これはむしろ農水省の方からお

考えを伺う方が先なのかもしれませんが、消費者にとってみると、その賞味期限、言い方

は本質保持期限であったりしますが、それはそれぞれの企業が責任を持ってお決めになっ

た期限であるはずで、新聞情報なんかを見ますと、その期限になったけれども品質は大丈

夫だからというので、さらに打ち直すとかそういうことが出ております。これは肉に限ら

ずですが、時々そういう情報があると、消費者にとっては、賞味期限というのは一体何な

んだという非常に信頼感が失われてまいります。もし、再度打ち直すということがこれか

ら考えられるのであれば、改めてきちんと議論をし直さないと、ずるずると、いや、大丈

夫だったから打ち直すんだということは絶対にやめるべきだと思います。これは行政の方

からお考えをいただきたいと思います。

それともう一点、正直なところ私たちのところへもいろいろ御説明においでになる方が

ありまして、絶対に危険でないので、むしろ有効利用なんだからと言って、肥料なり飼料

なりに使っていく。それに対して疑問をはさむのは余り科学的じゃないじゃないかという

ことも今まで言われて過ごしてまいりました。先ほど御説明を伺って一番のポイントだと

思ったのは、と場からの廃棄物が危険物によって汚染される可能性が絶対にないとは言え

ないと。私の言葉が間違っていましたら訂正していただきたいんですが、汚染される可能

性がある限りいろいろな措置をやっていかないといけないんだと。言ってみれば、ここの

ところが一番ポイントではないのかなと思いますので、そこのところをもう一度御説明い

ただきたいと思います。

以上です。

○座長 どうもありがとうございました。

それでは、大分御質問がたまってきましたので、ここでお答えいただきたいと思います

が、まず死亡牛については、もうちょっと急げないかという部分についてはいかがでしょ

うか。

○松原畜産部長 死亡牛の検査については、これまでもＢＳＥの症状を疑うようなものに

ついては、サーベイランスの順位の高いものということで検査を実施しております。 カ24

月齢以上のすべての死亡牛のＢＳＥ検査については、先般のＢＳＥ対策特別措置法で明記

されたわけでございます。ただ、地域によっては離島であるとか、その他検査体制が直ち

に整わないところについては若干の期間の猶予がございますが、それ以外については、来
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年の４月１日から、すべてを カ月齢以上についてはやろう。できるだけやろう。それ以24

前でもサーベイランスを カ月齢以上の死亡牛については、できるだけの検査をやりまし24

ょうというのが条文の中に書いてございます。

実際、私どもＢＳＥのサーベイランスというものを始めましたのは昨年の春からでござ

。 、 、います ＢＳＥの発生以前からサーベイランスを始めまして 当初は年間約 頭余り4,500

現在は年間で１万頭ぐらいの牛を全国でサーベイランスしよう。これは死んでないものも

症状を出しているものがございますので、そういったことでやっております。

ただ、死亡牛が出た場合に、材料をとりましても、検査をするまでに、結果が出るまで

に数時間、あるいは数日時間がかかる場合がございます。その間、死体でございますので

腐敗が進むその他がございます。これまでは死亡したものについては、材料をとってレン

ダリングで処理するということで比較的スムーズに短い時間で処理するわけでございます

が、場合によっては死亡牛は長く時間を置くということで、冷蔵保管、一時保管の設備、

、あるいはその後の焼却施設の能力を現在以上に増やさなければならない状況がありまして

、 、そういった施設関係 ハード関係を中心にしてこの体制の整備が必要になっておりまして

そういう意味でフルに カ月齢以上の死亡牛の全頭検査にはやや時間がかかるということ24

で、猶予の期間を法律においても設けていただいたわけでございます。

私どもとしても、都道府県等の御協力を得ながら体制整備を急いで、一刻も早く カ月24

齢全頭の死亡牛の検査ができるように努力を惜しまないつもりでございます。御理解をい

ただきたいと思います。

○座長 資料１の第三者委員会について、いかがでしょうか。

○松原畜産部長 委員からございました市場隔離牛肉の保管・処分事業に関して、この２

月の雪印食品の事件をはじめとして、日本食品とか日本フードの偽装申請事件が出てきた

わけでございます。その中で、この事業を始めるときのいろいろな説明なり齟齬等ござい

まして、お話がございましたように、賞味期限というふうにおっしゃいましたが、品質保

持期限切れのものが申請されておることが明らかになっております。当初この品質保持期

限について、事業を開始したときに、これを事業の対象からはずすことを明快にしてなか

ったこともございまして、今現在その問題については、どういうふうに考えたらいいかと

いうことで、実は来週の月曜日の夕刻ですが、第１回目が開かれる食肉流通問題の調査検

討委員会の方で徹底した調査、御検討をお願いしようと。私どもとしても、私どもが持っ

ている資料をすべて提出させていただきまして、昨年来実施してきておりましたＢＳＥ問
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、題に関する調査検討委員会と同様の手法により御検討をいただくようにしておりますので

詳しくはそちらの方を、また公開のもとに実施いたします。資料等も出しますのでごらん

いただきたいと思います。

品質保持期限については、先ほど委員がおっしゃられたとおり、それぞれの製品を製造

した製造者が、品質が変わらない期間ということで定めておられます。通常チルドの牛肉

であれば 日程度、凍結したものでフローズンで約２年となっております。さらにそれ以45

上品質保持が可能であるということを具体的に製造者が実験等やりまして、データを持っ

ている場合には、それより長くすることができるということはございます。今回は一応２

年とこの事業については整理させていただいておりますが、詳しくその辺の評価について

は調査検討委員会の場にお譲りしたいと思っております。

それから、委員から先般のＢＳＥに関する技術検討会の検討の一つの意見として、原因

究明に当たっては我が国におけるＢＳＥの発生、確認が初発であるのかどうか、場合によ

っては相当前に発生していたものが、肉骨粉処理されてその結果として第二次的にまた出

てきているのではないかという可能性はないのか、そういったことも視野に入れて今後調

査すべきであるという御意見をいただきました。

現在のところ、二巡目、かつて発生していてこれが今確認しているものは、肉骨粉処理

を経て家畜の口に入ったのではないかという証拠は、私どもとしては現在持っておらない

わけでございますが、調査のときの考え方ということで、御意見をいただいた、お進めを

いただいたということと理解しております。

それから、食肉流通問題調査検討委員会のメンバーも、私どもとして１月 日に開催す30

ることを既にお知らせしておりまして、今手元にございませんが、ホームページ等で発表

していると思いますので、御参照いただければと存じます。

○座長 と畜場からの廃棄物について委員から御質問があったんですが、それはすべての

廃棄物ということですか。

○委員 と場からの廃棄物で、肥料や飼料に使うことに問題がないのではないかという御

意見が出ているわけですが、それに対する御説明として、危険部位によって汚染される可

能性がゼロとは言えないのではないかという御説明がありましたので、それが非常に大事

なポイントになるのではないかと思ったものですから、もう一度確認させていただきたい

と思ったんです。

○座長 国際衛生対策室長、お願いします。
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○杉浦国際衛生対策室長 先ほどの御質問は、輸入停止の対象となっている動物性加工た

んぱく質についての御質問でしたので、ＥＵ、日本においては、と畜場においてＳＲＭの

除去、ＢＳＥの検査が行われて、感染性のあるものは排除されるような仕組みがございま

す。それ以外の国においては、当然ＢＳＥの検査、ＳＲＭの除去という措置はとられてお

りません。先ほど申し上げましたように、発生国以外の国についてリスク評価を行ってい

るわけですが、その中には、発生していても摘発されてないだけのリスクの高い国もある

わけでございまして、こういう国でもしＢＳＥの検査をしておらず、かつＳＲＭも除去し

ていなければ、当然そこから出される廃棄物については感染性のあるものが含まれる可能

性があるということで、そういったものから生産されるものも含めてステータス評価が終

わるまでは輸入停止の対象にしているということでございます。

○座長 委員、どうぞ。

○委員 死亡牛の検査のお話が出ましたので、北海道の取り組みも含めて少しお話をさせ

ていただきたいと思います。

全国の死亡牛７万 頭のうち、北海道が半分以上を占める４万頭ございます。と畜6,000

場に出す健康な牛、そこから食肉をとる場合は一つの流通システムがございますが、少し

荒い言葉で言えば、死亡牛は一定した流通システムがないということがございます。この

検査に当たって、私ども北海道庁としても、先ほど畜産部長からお話があったとおり、検

査施設の整備の問題、検査施設に持ち込むまでの流通体制の問題、検査が終わった後のレ

ンダリング体制の再構築、肉骨粉の焼却まで含めて一連のシステムの整備に全力を挙げて

おりまして、できるだけ早い時期から全頭の検査ができるように取り組んでいるところで

ございます。

ただ、来年の４月から全頭を検査することは大変難しい状況もございますが、北海道庁

としては、来年度は家畜保健衛生所の職員を増員することにしております。それから、家

畜保健衛生所の施設の整備も行うこととしておりまして、検査能力の拡充できた最大限の

範囲で、きのう北海道議会がございまして、知事が答弁申し上げたんですが、来年度にお

いても、 頭規模で死亡牛の検査をできる部分は、全力を出してやっていきたいと考え5,000

ておりますので、御理解いただきたいと思います。

私ども北海道庁としては、ＢＳＥの発生を確認するというのを後ろ向きにとらえており

ません。むしろ見つけることが北海道の大切な産業である酪農、畜産を守っていくこと。

そして、酪農、畜産を守るためにはＢＳＥは克服しなければいけない。そのために浸潤状
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況の把握が必要だと考えておりまして、そうした考え方でいろいろ検査サンプルを北海道

庁に提供していただく場合は、生産者に対しては道独自に奨励金を出すなどの措置もしな

がら取り組んでいるところでございますので、御理解いただきたいと考えております。

なお、この検査の体制の整備に当たっては、北海道庁もそうですが、生産者、畜産副産

物の業者さんもいろんな意味で膨大な経費がかかります。国にも、こうした経費の手当て

について、松原部長さんにも何度もお願いしているところでございますので、これらにつ

いても御配慮いただきたいと考えております。重ねて申し上げます。

以上でございます。

○座長 委員、どうぞ。

○委員 今北海道庁の委員の方から大変心強いお言葉をいただいたわけなんですが、ＢＳ

Ｅが発生してから１年後経過しているわけでございます。ＢＳＥが発生して最大に戸惑っ

て困ったのは、実を言うと副産物業界なんです。というのは、肉骨粉が感染源であるだろ

うというものを自ら扱っていた人ですね。それと、汚染源ではないかと言われたのが肉骨

粉だというのが現実問題あるわけです。例えば輸入の肉骨粉のこともありますが、じゃあ

国産の肉骨粉はどうだということで発生を大きく疑われたということもあるわけです。混

ざっていた問題、いろいろあります。

現在の副産物業界の中には、御存じのとおり、食ベるものの副生物部門として内臓の部

門、原皮の部門、レンダの部門がありますが、今言われたとおり、生産者もものすごく骨

が折れたんですけれども、それをするのに必ず副産物が出る中で肉骨粉が出る。それを焼

却しなければならないという大きな問題があったわけです。一番大変な目立たなかった産

業だったかもしれませんが、大変重要な位置を、このＢＳＥが発生したことによって皆さ

んが理解されたと思うんです。

それは大変いいことだと思うんですが、今現在肉骨粉がどれぐらいあるかというと、ほ

かのデータにありますが、まだ焼却し切れないのが約 万トンぐらいあるわけです。それ11

を早く焼却してこの世の中から消したいと思っているのに、いまだに 万トンあるのは一11

体どういうことですかということです。

ということは、農水省のデータでも我々業界のデータでもそうですが、１日に発生する

900 650 650肉骨粉は トンぐらいあるんです。燃されるのは、一般焼却場でやるのは 件で

トンぐらいで、セメント工場で カ所ぐらいで協力してもらって、 トンと言われて450 299

います。生産されるのが トンで、焼却されるのが トンしかないわけです。余分に900 949
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焼却されるのが トンだから、今発生しているのを燃やすことだけで精いっぱいというこ49

とが現実問題あるわけです。だから、我々業界はそういうものを一日も早く焼却してほし

い、我々は協力しますと。セメント業界も協力していただいているんですが、まだまだう

まくいってないのが現実問題あります。そういうことがレンダラーとして非常に困ってお

ります。それから、死亡牛も、じゃあ、レンダラーさんそれを焼却していただけませんか

と。例えば家畜保健所、検査所が全部焼却することになっているけど、恐らく設備的に不

可能でしょう。今までそういうものをどうやって焼却されたかというと、ＢＳＥが発生し

なかったときは、死亡牛としてレンダラーさんが全部焼却したということが事実あるわけ

です。だから、そういうものができなくなったということです。ＢＳＥが発生したから、

先ほどもお話がありましたが、鶏は鶏、豚は豚、牛は牛とした、いわゆる別のラインでそ

ういうものを肉骨粉にしてやればそれはまた再生になるけど、今までは残念ながらクロス

コンタミしているわけです。レンダラーさんがやると。

それを新しくするには、いわゆるレンダラーという装置産業と言われるのは、一つのラ

インをつくるのに何億というお金がかかるわけです。それを今までの人が全部やってくだ

さいよと言っても、やりたい気持ちはあるんですが、余りにも焼却設備の費用がかかり過

ぎる。コンタミをなくすためにかかり過ぎるという問題があるから、こういう話が１年ぐ

らい前にもあるんですが、なぜやらないんですかと言われても、いざそういうものが事業

として成り立つか成り立たないかについて、レンダラーさんは、ちょっと後戻りするとい

う問題があるわけです。そこは積極的にできないという問題が一つあるわけです。

それにはどうしたらいいかというと、先ほどもお話があったとおり、消費者の方たちが

おられてこういうことを言って申しわけないんですが、例えば生産者ばかりにやっている

んじゃないか、消費者に目が向いてないんじゃないか、そういう議論もあります。私は否

定いたしません。ただし、そういう中間でいろいろ目に見えない人たちがあるからこそ、

初めて生産が成り立ち、流通が成り立ち、消費者も成り立つという大きなシステムが組ま

れているわけです。そこが一つでもなくなるとその中で一番困るのは、生産と消費の真ん

中にいるレンダラーさんがおかしくなると、循環的なそういうものは余計いかなくなると

いうことは消費者の方にも理解してほしいし、厚生省もそうですし、農水省の方も、それ

は前向きにしてほしい。できなくなっちゃうということです。その辺を私は声を大にして

言いたいということです。それは現状の報告であり、なおかつお願いであるということで

す。
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それともう一つは、先ほどいろいろな危険部位があるんじゃないかと言われました。副

産物業界には原皮の人も加入しているわけです。原皮は工業用の原料として使われるわけ

であって、食べ物でもない何でもないものについて、なぜ、原皮まで５時間たたないとと

場の中から出してはいけないんですか、そういう問題も逆にあったわけです。同じような

ところから発生すると、原皮の方も伝染の危険があったらいけないから、感染源が肉骨粉

だから、それによって間接的にも汚染源のもとになるんじゃないか。危険視するのは気持

ちとして理解できるんですが、飼料にするわけでもない、肥料にするわけではない、ただ

工業用の原料として使うだけで、何それが直接関係あるということは、原皮業界は声を大

にして言っております。何とか早目にお時間がたたなくても、と場から出してもらっても

いいんじゃないかと思います。

、 、それからもう一つは 副生物の方の例えば食べ物として使われている内臓肉については

先ほどちょっと言いましたとおり、いろいろそういうものがあるから、消費者でも危険部

位が全部内臓肉ばかりだよと言えば、内臓は食べないよ、ちょっとやめようというのは当

たり前のことだと思います。皆さん、過剰反応とか風評被害といろいろ言いますけど、な

いとは言いませんが、基本的にはそういうものから発生したということについては、消費

者が戸惑うのは当たり前だと思います。そういう意味では、もう少しいろいろな宣伝など

農水省の方もいろいろ援助していただいてやっております。でも、まだまだ私は足りない

と思っております。危険部位は完全に取り除いているから大丈夫ですよということを、も

っともっと強力に業界としてもやらなければいけないんですが、皆さんの関係業者の方に

もぜひ御協力をお願いしたい。お願いと現状の報告ですが、よろしくお願いいたします。

○座長 大分時間も迫ってきまして、前半のところで実は半分ほど時間をとりたかったん

ですけれども、それをちょっと超過してまいりましたが、委員の方から御意見を提出して

いただいておりますので、委員代理から紹介をお願いします。

○委員代理 それでは、委員の代理ということで、意見を述べさせていただきます。主に

産地の食肉センターの代表になります。

ＢＳＥの発生以来、特に食肉センターは、まずと畜、処理の出発点からしているもので

すから、そういう意味では国なり県なりの指導に基づいてＢＳＥ対策を実施してきたとい

うことですが、この１年間の中でこの場で３点ほど現状の説明なり要望を述べさせていた

だきたいと思います。

まず１点は、ＢＳＥの発生に伴っていろんな処理の施設を整備しなければいけないとい
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うことで、いろいろ取り組んでまいりました。特に検査に伴って１頭ずつ、単に枝肉とい

うか肉だけではなくて内臓からその他まで含めて、いわゆる検査結果が判明するまでこれ

をきちっと管理しなければいけないということがありました。それから、特に危険部位、

特定部位の処理の問題等ありまして、これをきちっと実施することが一つの大きな命題、

課題としてありました。したがって、そのために１年間最大限の努力を図ってきたわけで

、 、 、すが 何しろ緊急的に発生した しかも対応しなければいけないということもありまして

さらに 年度についても、引き続きそれの対策について取り組んでいるところでございま14

す。

特に、この実施に当たって、行政等からいろんな意味での御指導なり応援をいただきま

したが、逆に言えば食肉センターに大変な負担がかかってきていることもあって、経営状

況もかなり厳しい状況にあることも含めまして、今後引き続きそういうようなことを実施

していかなければならないんですが、それらについて言葉を平たく申しますと、新たな食

肉センターに対する経済負担がかからないようにひとつ御配慮いただきながら、我々も精

いっぱいやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

それから２点目は、ＳＲＭ、特定危険部位の処理についてです。これまでは頭部から脳

その他を分離していいということだったものですから、最小限は１頭から２キロぐらいの

量で処理が済んだ。ところが先ほど来お話がありますように、 日以降については頭部を18

焼却することになると、恐らくその重量は キロを上回るような量になるのではないか。20

つまり、従来の最低の量からすると約 倍という状況になるかと思います。10

従いまして、私どももその焼却のための施設等々含めまして、あらゆる努力をしてその

体制を整えてきているものの、センターにおいてはまだ懸案事項として残っているところ

もあろうかと思うわけです。従って、 月 日と間近にあるわけですが、国なり県あわ10 18

せて、この問題の解決に食肉センターとともに取り組んでほしいということと、先ほどの

お話ですと、いろんなことも考えているという厚労省のお話もありましたので、そういう

ことにはならないと思うんですが、万が一食肉センターの稼働を停止することにならない

ようにぜひ措置をとっていただきたいと思います。

それから、今現在は各センターがそれぞれその焼却のため、それぞれの分野で、しかし

小さな単位で非効率な仕事をしております。将来的にわたって永久的な課題になれば、将

来については全国ブロックといいますか、もっと大きな分野において公的な機関でこの施

設を設置して、しかも運用していくということで、いわゆる施設の確保なり事業の効率化
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、 。を図る必要があるのではないかと考えておりますので よろしくお願いしたいと思います

それからもう一点は、燃やすこと自体もさることながら、それにかかる費用も先ほど来

出ております。多大な費用が１頭処理するごとにかかります。今後、特に頭部ということ

になれば、先ほど言った重量をさらに焼却するということですから、さらなる金額が増え

るということで、この費用は総体の食肉センターにとっては大きな負担になります。した

がって、ぜひここのところは。今現在この負担は食肉センターなり一部生産者が負担して

おりますが、恐らく民間の経営の中の負担では負担し切れないのではないかと思います。

したがいまして、公的負担をお願いしたいと思います。

それからもう一点、これはＢＳＥの検査の問題です。当初出発のときにはいろいろ混乱

がありました。最近になって比較的改善されてきたと見ておりますが、しかしいまだ、検

査時間の判明の問題等々について問題が残っているのではないかと思っております。特に

、 。食肉なり内臓副産物については 生鮮品ということで販売までの迅速性等が求められます

。 、逆にそれが滞るということは経済的なダメージを受けることになるわけです したがって

、 。これは個別の問題になるかと思いますが 食肉センターの処理の実態はそれぞれ違います

そこらを考慮していただいて、検査時間の問題なり検査体制の問題についても、今後整備

していただきたいということです。

あわせて、これはいわずもがなですが、検査の費用についても、現在は国で公的負担を

実施しておりますが、これについては継続的にやっていただきたいということです。

以上です。

○座長 多数の御要望が出てまいりましたけれども、行政の方でなるべくそれらに沿うよ

うに今後の対策を私の方からもお願いしたいと思います。

まだ御意見があろうかと思いますが、後半の部分が丸ごと残っておりますので、ここで

５分だけですが休憩をとって、その後また後半の部分に移りたいと思います。御意見が今

までの部分でも足らない部分につきましては、後で補足的にいただきたいと思います。

それでは、休憩に入らせていただきます。

〔暫時休憩〕

○座長 検討会を再開したいと思います。

肉骨粉類の取り扱いについて
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○座長 肉骨粉類の取り扱いにつきましては、昨年 月に全面禁止した後にＢＳＥ対策検10

討会を開催しまして、個別の案件ごとにその解除の可否を検討して、その提言を受けて、

一部解除してきました。しかし、これまで検討対象とされないで残っているものがありま

すが、解除要望の強いものがその中には幾つかあります。今回の検討会で、そういった課

、 、 、題として挙がっているものは 資料４ ５にあるような輸入蹄角の国内蒸製後の肥料利用

もう一つは骨炭の工業利用の２点です。

それぞれにつきまして、まず事務局の方から資料４、５を続けて御説明いただきたいと

思います。まず生産資材課から、資料４の御説明をいただきたいと思います。

○竹原生産資材課長 それでは、資料４に基づいて御説明させていただきます。

輸入蹄角を原料とした肥料用蒸製蹄角粉についてでございますが、字のとおり蹄角とい

うことで、蹄と角ということでございます。これを原料とした肥料は、今回の問題が発生

する前には動物質の肥料という形で利用されていたものです。それから、後でも御説明い

たしますが、国産のものについては一定の要件、安全性を満たすという要件のもとで、既

に利用可能という状況になっております。今回は、輸入の蹄角を原料とした肥料用の蒸製

蹄角粉ということでございます。

早速１ページをお開けいただきたいと思います。蹄角自身については、ＢＳＥの危険性

が低いことから、平成 年 月４日からの輸入一時停止の対象になっていないというこ13 10

とでございます。一方、ここには書いてございませんが、先ほども少し申し上げました国

産の蒸製蹄角粉については、振り返ってみると、昨年の 月 日に開催された第３回の12 25

ＢＳＥ対策検討会において、検査の中で陰性であった牛であること、それと危険部位を除

去したものを利用すること、なおかつＯＩＥの製造基準を満たしたものを複合肥料の形、

この単体ということではなくて、ほかの化学肥料とまぜた形、複合肥料の形で利用する、

そういうような万全の措置を講ずるということで、肥料の利用は了解いただきました。

この結果を踏まえまして、平成 年１月 日付で、これらの条件を満たした蒸製蹄角14 11

粉の複合肥料の製造及び工場からの出荷停止について解除したというのが国産についての

状況でございます。

続きまして、３行目に戻りますが、しかし輸入蹄角を原料とした肥料用蒸製蹄角粉につ

いては、平成 年１月 日からの「肥料として製造及び工場からの出荷停止の一時停止14 11

措置が解除された蒸製蹄角粉の製造基準」に適合しない。この製造基準というのは、先ほ

ど申しましたようなものですが、適合しないために、現在も一時停止が継続されている状
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況でございます。

つきましては、輸入蹄角を原料とした肥料用蒸製蹄角粉を以下の条件を付して、国内の

使用を再開することとしてはどうかということが、きょうお諮りする内容でございます。

なお、冒頭申し上げるべきだったかもしれませんが、この件については既に技術検討会の

方では御了解いただいております。

要件について第１点でございますが、外国産蹄角の輸入のための家畜衛生条件の取り決

めということで、輸入国政府との間で家畜衛生条件を取り決めまして、より安全な蹄角を

輸入するとともに、動物検疫所における外国産蹄角の輸入検査をより的確に実施すること

ということでございます。

２番目が、適切な蒸製処理の実施の確保ということで、肥飼料検査所という独立行政法

人がございますが、ここが輸入蹄角を原料とする蒸製蹄角粉の製造に当たりまして、ＯＩ

Ｅが定める不活化処理条件を上回る製造処理が行われていることを確認するということで

ございます。

３点目が、肥料用としての用途限定ということで、これが飼料に絶対に利用されない形

で、生産された蒸製蹄角粉は、肥料工場において、肉骨粉等以外の肥料、硫酸アンモニア

とか、尿素とか、塩化加里、そういうものをまぜた複合肥料に加工されるという条件にし

ました。

４点目、供給管理票の携行でございます。輸入蹄角は、動物検疫所での輸入検査終了時

から肥料工場において複合肥料に加工されるまで、取扱業者が供給管理票を発行し、保管

すること。こういう条件にして解除してはいかがかということでございます。

２ページめくっていただきまして、フロー図が載せてございますので、これについて今

のことと重複しますが、こういう流れで対応したいということで御説明させていただきた

いと思います。

まず輸入業者は、先ほど申しましたとおり、輸入検疫所の輸入検疫検査証明書が発行さ

れた蹄角であるということで輸入する。それを原料とします。これを蒸製蹄角粉工場に送

。 、 、 。ることになります この間に 下にございますが 供給管理票が送付される形になります

これでちゃんとした製造が行われているかどうか、製造基準の適合確認申請をして、独立

行政法人の肥飼料検査所がこれをチェックするということでチェックされた場合に、確認

の交付を行うという形をとります。ここでは当然ＯＩＥが定める不活化条件で、工場とし

てそれが蒸製化される、調整骨粉の形にされるということであります。
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これが肥料工場に運ばれます。この間もまた下にございますが、供給管理票が添付され

るということでございます。ここで、先ほど申しましたような形で複合肥料化される形に

なります。肥料工場に対しては、独立行政法人肥飼料検査所が立ち入り検査を行うという

形でございます。

これができまして、肥料の形になったものが肥料販売業者の方に流れて行きまして、最

終的には農家の方に行きます。この中においても必要に応じて立ち入り検査等を行って、

確実に肥料に利用されているかどうかチェックする。こういう体制のもとに対応していき

たいということでございます。

説明は以上でございます。

○座長 どうもありがとうございました。

それでは、続きまして資料５の説明を衛生課の方からお願いします。

○杉浦国際衛生対策室長 それでは、資料５に沿いまして、工業用用途の骨粉の使用につ

いて説明させていただきます。

１ページ目を開けていただきたいんですけれども、昨年 月に輸入停止対象とした肉骨10

粉等を含む動物性加工たんぱく質については、先ほど申し上げましたように、肥料、飼料

に使われる可能性のあるものすべてが対象となっております。ただし、その中には工業用

に使われるものもございまして、そういったものについては最終的に飼料、肥料用に使わ

れないということを確保できれば、輸入を解除しても差し支えないのではないかというこ

とで、実は昨年 月の第３回本検討会におきまして、火事のときに使う消火器に牛の蹄と12

角を原料とした粉を用いるということで、消火器用の蹄角粉、それから、精糖用の骨炭に

ついては、一定の条件のもとで輸入停止を解除してもいいだろうという御意見をいただき

ました。

１の①、②、③で精糖用の骨炭を解除したときの条件が掲げてあります。①は、ＢＳＥ

700の特定危険部位を除いた原料砕骨を輸入する。②は、原料砕骨が製造工場に搬入後に

～ ℃で約８時間の炭化処理が実施されること。③に、最後に肥料、飼料用に使われる800

ことがないように残さについて焼却処分して、それを確保するために毎月焼却記録を提出

させるというような条件のもとであれば輸入を認めていいだろうということで、この２月

。 、以降輸入を認めております 昨年 月のときに配付させていただきました資料については12

この資料の３ページ、４ページ目に参考までに添付させていただきました。

また１ページ目に戻っていただきまして、今回、２の浄水濾過用骨炭、３の瓦の上薬、
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釉薬用骨炭についても、精糖用骨炭とほぼ同様の条件を課して、輸入解禁を認めてもいい

んじゃないかということで御提案させていただいております。

２ページ目を見ていただきたいんですが、ここに精糖用、浄水器用の骨炭、瓦の釉薬用

。 、の骨炭の製造の流れを示しております 一番左の実線で示したのが精糖用でございまして

既に輸入禁止を解除しているところでございます。最後は、使用済み骨炭については焼却

させる。先ほど申したとおりでございます。

今般、右真ん中にございます浄水器用の工業用用水処理用の骨炭、それから、瓦の釉薬

用の骨炭でございますが、これは実は骨炭を製造する過程で、粒子が大きいものについて

は精糖用に使われるわけですが、粒子が小さいものについてはこういった用途に用いられ

るということで。ただ、前回の輸入禁止からの除外の対象になっていないということで、

今回これについても輸入停止の解除の対象にさせていただきたいということで、提案させ

ていただいているものでございます。

浄水器用については、使用済み骨炭については産業廃棄物として処理させる。これにつ

いては、同じように毎月報告を義務づけたいと考えております。

それから、釉薬用については、釉薬として使われる過程で ℃で焼成処理される。1,200

これはセメントを製造するのと全く同じ過程ですので、全く問題にならないのではないか

と考えております。これにつきましても、技術検討会において、こういった条件を課して

輸入を認めるということについて了解をいただいております。

以上です。

○座長 どうもありがとうございました。

、 。ただいまの御説明に対しまして まず御質問等ございましたらお願いしたいと思います

輸入蹄角と骨炭ですね。どちらでも結構ですけれども。

輸入蹄角については、１番目としては、外国産蹄角の輸入のための家畜衛生条件取り決

めということが書いてありますが、その中で輸入検査をより的確にという記載があるんで

すが、この輸入検査というのは具体的にはどういったことになるんでしょうか。

○杉浦国際衛生対策室長 輸出国政府との間で家畜衛生条件を取り決めて、その衛生条件

に基づいた検査、処理がなされたもののみ輸入されるわけですが、輸入時に動物検疫所で

検査を受ける。他の指定検疫物と同様に検査を受けるわけですが、このときに蹄角の中に

骨などの危険部位を含む可能性のある部位が含まれてないか、あるいは蹄角が家畜衛生条

件で、２ページ目にございますが、輸出国において消毒液で洗浄されることという条件が
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ついておりますが、汚染物が付着していないかを検査するということを考えております。

○座長 どうもありがとうございました。委員、どうぞ。

○委員 私もその１のところでちょっとあいまいな表現かなと思ったんですが、より安全

な蹄角を輸入するとか、そういう形でちょっとあいまいかなと思ったんです。そうは言っ

ても条件をつけているということで、それを満たしていくんだろうと思いますけれども、

外国産という形で言っていますよね。外国産と言ったときに、そこと条件の取り決めをき

ちっと本当にできるのかということと、外国産とくくっていますが、例えば国を限定する

のか、そのあたりですね。外国というとらえ方がわかるといいなと思ったんです。

それともう一つ、記録をつけていくことを条件にしています。その記録が偽りであった

り、つけなかったりということについては、帳簿の記載については違反があったら 万以10

下の罰金ということがありますが、この罰則との関係で、例えば虚偽の記載をしたもので

も 万円以下というのは非常に安いなという気がするんです。そのあたりは、どういう質10

問をしていいかわかりませんが、そういう感じを持ちました。

○座長 今の点について、衛生課お願いします。

○杉浦国際衛生対策室長 まず、前半の質問について衛生課の方からお答えします。特に

輸出国については、限定するということは考えておりません。というのは蹄、角について

はもともとＢＳＥの病原体を含まない安全な部位であるということで、２ページ目の条件

に課しておりますように、健康な動物から生産されて、あらかじめ消毒液で洗浄されてお

れば安全だというふうに考えております。ただ、念のために２ページ目の２にございます

ように、製造施設の指定をして、その施設において適正な処理が行われていることを輸出

国政府に監視させるという方法で安全性を確保したいと考えております。

○座長 記録につきまして、生産資材課長お願いします。

○竹原生産資材課長 おっしゃいますとおり、記録を全くつけなかったり虚偽の報告をし

た場合は、下の方に細かい字で書いてありますが、罰金という形での処分をいたします。

なお、悪質な場合は当然のことながら公表いたしますので、社会的制裁は受けられる。た

だ、今のところ法律上の規定では 万以下、こういうことで御理解いただきたいと思って10

おります。

○座長 部長、お願いします。

○松原畜産部長 今安全性の問題、その他ということから委員からお話があったかと思い

ます。実は原料がきちっと製造されるかという点、これについては現地政府のチェックと
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同様に、２ページの下の方にございますが、日本の検査官の調査も含めて、現地チェック

を行うようにしたいと思っております。

それと、何よりもこの蒸製蹄角粉、もともと蹄角というものはＢＳＥの病原体を含まな

いと言われているわけでございますが、さらに問題は、ポイントは不活化のための熱処理

ということで、温度条件、圧力条件が課せられておりますので、そういう意味での安心感

は二重、三重に担保しているということでございます。補足させていただきました。

○座長 ほかにございますでしょうか。

委員から、利用解禁に当たっての条件ということで御意見をいただいているんですが、

これについて代理の方から御紹介いただけますか。

○委員代理 それでは、文章を読み上げさせていただきまして、意見として聞いていただ

きたいと思います。

まず１点、輸入蹄角を原料とした肥料用蒸製蹄角粉について、資料４番の関係でござい

ます。これについては以下のとおりですが、輸入蹄角を原料とした肥料用蒸製蹄角粉の再

開の前提条件は、安全な蹄角の輸入と肥料用蒸製蹄角粉の国内流通において、流用、誤用

が防止される仕組みが構築されることにあると考えます。特に、輸出国において、輸出国

が清浄国であっても、その国が汚染品を輸入し混在させ輸出することを防止する仕組み、

及び第三国を経由し輸送されるものについて、資料４の案では 「当該コンテナは輸出国、

政府家畜衛生当局により封印されること」として示されておりますが、最初の輸出国が清

浄品を使っていることを証明する仕組みを明確にする必要があると考えます。また、生産

された蒸製蹄角粉の流通過程の管理方法と、必ず肥料にしか使用されない仕組みを明確に

する必要があると考えます。

資料４に関連しては、以上でございます。

それから、資料５の工業用用途の骨炭の使用についてでございます。読み上げます。

平成 年２月４日、生産局長命の動物性加工たんぱくの輸入一時停止措置の一部解除に14

ついて、動物性加工たんぱくのうち、消火剤用蒸製蹄角粉、精糖用骨炭、製造用砕骨及び

精糖用骨炭の輸入停止措置が解除されました。浄水濾過剤用骨炭について、精糖用骨炭と

処理過程が同様なので、その使用を可能にする旨の提案となっています。しかし参考資料

において、骨炭の製造過程は同様でありますが、使用済み骨炭の処理方法が異なるものと

なっています。使用済み骨炭の流用防止のため、使用済み骨炭の処理方法は精糖用骨炭と

、 。 、 、同様 焼却処分と明確にすることが重要であると考えます また 釉薬用骨炭については
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瓦の釉薬用として使用され、 ℃で焼成処理されるため、使用には問題ないと考えます1,200

が、骨炭としての流用を防止するため、流通過程の管理方法を明確にする必要があると考

えます。

以上でございます。

○座長 どうもありがとうございました。

幾つか提案があったように思いますが、それらについていかがでしょうか。１つは蹄角

粉の肥料用の誤用を避ける仕組み、もう一つは密閉式コンテナに関連した部分ですね。そ

れから骨炭の廃棄の仕方、これはいかがでしょうか。

生産資材課長、お願いします。

○竹原生産資材課長 私どもの方から御説明させていただきます。

まず、蹄角粉が飼料に利用、誤用されないようにということでございます。これについ

ては先ほどの３枚目のフローチャートで御説明しましたとおり、１つは供給管理票という

形でこれを確実にチェックするということと、もう一つは確実に牛が食べないようにする

ために複合肥料化を義務づけるということで、二重のチェックでそれを防止していきたい

と考えております。

○杉浦国際衛生対策室長 そのほかの質問について衛生課からお答えします。

まず、輸入蹄角がコンテナに封印される前に、最初の輸出国が清浄品を扱っていること

を証明する仕組みを明確にする必要があるという指摘につきましては、最初に先ほどの質

問に対してお答え申し上げましたように、もともと蹄角については、清浄国、汚染国を分

けて、清浄国からの輸入を認めるという方法は考えておりません。ただ、２ページ目の衛

生条件にございますように、蹄角を生産する原料となる牛が健康であること、あるいは製

造施設の指定条件を課しておりますので、第３国のものが原料となって輸出されることは

あり得ないと考えておりますが、そこは精査しまして、必要があれば自国産の牛を原料と

して用いることを追加条件として含めることを検討したいと考えております。

それから、浄水濾過剤用の骨炭の使用済みのものについて、廃棄物としての処理ではな

く焼却すべきではないかという御意見ですが、私どもとしては産業廃棄物として処理した

という報告を出されれば、肥料、飼料用に使われることはあり得ないと考えております。

というのは浄水器用に使った骨炭が肥料、飼料としての利用価値があるかどうかという問

題があるかと思いますが、弗素とかいろんな不純物を吸着した骨炭については、そういっ

た用途での利用価値はなくなっておりますので、産業廃棄物として処理する以外、用途と
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申しますが、最後の処理方法は存在しないのではないかと考えております。そこは肥飼料

、 、 、の専門家とも 浄水器として使用後の骨炭について飼料 肥料に使う価値があるかどうか

その可能性についてもう一度精査した上で、もし産業廃棄物としての処理が不十分である

、 。ということであれば 焼却を義務づけるということで対応させていただきたいと思います

○座長 どうもありがとうございました。

ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。

精糖用骨炭については、約 ℃以上ということで、今回の提案では ～ ℃とい800 700 800

うふうになっています。それから、骨炭については国外で骨炭にする、つまり焼成するも

のもこの中には含めて考えた方がよろしいんでしょうか。その２点をお聞きしたいと思い

ます。

○杉浦国際衛生対策室長 今回提案させていただいている対象は砕骨ですけど、砕骨とし

て輸入したものを浄水器用、釉薬用に使いたいという提案でございます。浄水器用、釉薬

の製造用の砕骨の輸入停止を解除していただきたいというものでございます。

○座長 精糖用が約 ℃という記載で、今回は ～ ℃ということですが、これに800 700 800

ついてどなたか御説明いただけますか。

○杉浦国際衛生対策室長 月に精糖用の骨炭についてこの検討会の場で御了解いただい12

800たときに使いました資料の３ページ、４ページをごらんになっていただきますと、約

、 。 、℃以上 ８時間以上の炭化処理を条件として義務づけることを考えておりました その後

国内での処理状況、あるいは骨炭として輸入するものについては、輸出国における処理状

700 800 700 800況について確認したところ 正確には ～ ℃ということでしたので 今回 ～、 、

℃という条件で提案させていただいております。

○座長 一応この温度条件は技術検討委員会で検討されたわけですね。

○委員 技術検討委員会で一応検討しました。 ℃というのは前からアメリカのＮＩＨ800

（国立衛生研究所）で、全米のプリオン病を委員会委員長のポール・ブラウンが推奨して

いる方法で、 ℃であるということに関してはＯＫと言っています。すべて現在いろん800

な肉骨粉の焼却とか、セメント工場とか、全部 ℃であるという条件の縛りをつけてい800

るわけです。 ℃がこの前と少し条件の問題で違うという話になりましたが、これもい700

ろいろ検討して、大体 ℃にできるだけ近ければいいのではないかという事で皆さんは800

理解したわけです。

○座長 一応科学的には、安全性については大丈夫だろうという技術検討委員会の結論だ
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と思います。

ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。

この骨炭の方の輸入原料骨に例えば特定危険部位が入ってないとか、そういう部分につ

いてはどういうふうに保証するんでしょうか。

○杉浦国際衛生対策室長 これについても輸入蹄角と同じように輸出国との間で家畜衛生

条件を取り決めまして、その中に原料となる骨には特定危険部位による汚染のない方法で

採取されたものであることという条件を含めることによって、特定危険部位の汚染がない

ということを確保していきたいと考えております。

○座長 どうもありがとうございました。

この浄水濾過剤用骨炭の用途なんですが、これは水道水とか家庭用の浄水器に使われる

んでしょうか。どういったものに使われるんでしょうか。

○吉田衛生課課長補佐 私の方からその点について回答させていただきたいと思います。

これは聞き取りなんですが、浄水濾過用剤骨炭の用途については、主に工業用用水で、

地下水をくみ上げまして、地下水に含まれている弗素、りん、塩素等を除去する目的で使

われております。そのほかに生活排水、工業排水の処理のために使われる用途がある。プ

ール、公衆浴場での浄水用に使われる。養魚場の浄水用、一部につきましては、飲料水に

使う浄水の中間処理用に使われるものもございます。今座長の方からございました家庭用

のポータブル用の浄水器については、その用途がいろいろございますが、それについては

使われていないということで報告を受けております。

以上でございます。

○座長 どうもありがとうございました。

という御説明なんですけれども、御意見いかがでしょうか。こんなものはとても許せな

いとかそういった御意見はありますかどうか。

○委員 基本的なことで申しわけないんですが、知識がないから恥ずかしいんですが、国

産でこういうものはつくっておられるんですか。輸入のそういうもので主にやっておられ

たんですが、要するにこういうような骨炭ですね。私はレンダラーのあれで余り記憶がな

いんですけれども、日本では蹄骨とか骨を分離するということが余りなくて、骨と一緒に

処理するのが多いんですが、これは輸入しなければそういうものは国産でできないからと

いうことなんですか。その辺はどうなんでしょうか。

○座長 国産はいかがですか。どういう状況になっていますか。
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○吉田衛生課課長補佐 今の点につきまして、私も決して詳しくは知らないところもござ

いますが、国産のものについては、肉をはぎとる手間がどうしてもかかる、いわば人件費

が高いということもございまして、外国から安い材料を輸入して、それを精糖用の骨炭材

料に使っている実態があると聞いております。

。 。○委員 ということは蹄骨と角が分離できない それは肉が余りついてない話ですけどね

普通の骨でしたら肉がついているので、はがすのに困りますが、普通はついてないですよ

ね。これは蹄とか角でしょう。

○座長 そうですね。

○委員 国産では余り製造されてないということですね。

○吉田衛生課課長補佐 精糖用の骨炭原料については、ほぼ ％海外から原料骨を輸入100

して、国内の骨炭業者の方で骨炭に加工しているのが現状のようでございます。

○委員 わかりました。

○座長 ほかに御意見ございますでしょうか。

先ほど事務局の方から、輸入蹄角については、第三国ということを避けるための措置と

して、自分の国のものを輸出するという条件を付加することも検討したいということです

ね。ほかはこのままでよろしいでしょうか。

委員、どうぞ。

○委員 工業用用途ということでは限定されるんですか。先ほどのお答えでは、家庭用に

は使われていないという表現をなさったので、その辺がちょっと微妙に。それは安全だよ

、 。と言われればそうなのかもしれませんが そこははっきりさせておいてほしいと思います

○座長 そこの措置はどういうふうになりますか。

○杉浦国際衛生対策室長 家庭用に使わないということがこの検討会の意見であれば、そ

ういう条件を課した上で許可することにしたいと考えております。

○座長 浄水の中間処理に使って家庭用に使わないというのもおかしな話だなと思うわけ

ですが、そこらについてどなたか御意見。浄水の中間処理に使うということは、飲料水に

なるということですね。ですので、そこの取り扱いについていかがでしょうか。安全性の

面からはほとんど問題ないという、恐らく技術検討委員会のお考えなんだと思いますが。

委員、どうぞ。

○委員 明確に言えないんですけど、家庭用の浄水器以上に浄水に使うというのは、私た

ちの家庭に供給される水道水の途中段階で使うということですよね。ですから、明確に問
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題があるとまでは言えないんですが、何となく、いいのかなということが残るんです。そ

れとさっき御質問がありましたが、日本と違って角と蹄だけは全然別な扱いで、政府が危

険部位は絶対に混ざっていないとか、そういうことは相手国の政府の責任においてやると

いうことですが、それを信じるより仕方がないということなんでしょうか。

、 、○松原畜産部長 まずポイントは 骨炭というのは骨がそもそも多孔質と申しましょうか

たんぱく質を燃やしてしまうと網目状ですき間がたくさんあるんです。ですから、木炭と

か、竹炭とか、よく臭いを吸着したり汚物を中に取り込むという性質が、ほかの炭なんか

よりも以上に吸着性がいいということで、いろんな面で不純物の吸着に使われてきており

ます。

もう一つは、これが異常プリオンを中に含んだままで使われる可能性があるのかという

点については、焼成と申しますか、高温で焼くことによってたんぱく質を焼いてしまうこ

とから、安全性の点については問題ない。

あと私が聞いておりますのは、家庭用に使う場合、粒が非常に小さいものですから、ふ

るい状になって表面積が非常に大きいんですが、小さい粉が出たりするということで、最

終処理のところには使いにくいので、中間処理のところに使う。家庭用は最近はチューブ

で濾過する方法でやって、こういう骨炭を使ってないと聞いております。ポイントは焼い

ている、加熱処理するということではないかと思います。

○座長 委員、どうぞ。

○委員 そうすると先ほどお話が出ましたが、この ℃というのが ℃から ℃、800 700 800

できるだけ ℃に近いようにというお話はありましたが、やはり ℃という条件にし800 800

てしまうことは無理だということなんでしょうか。

○座長 これについてはいかがでしょうか。

○杉浦国際衛生対策室長 我々が業界から聞くところによりますと、粒子の大きさの品質

管理をするのに温度が極めて重要だということで、仮に一定の大きさの粒子を ℃で確750

保している場合には、その温度を 度にした場合同じ粒子が得られないということで、800

その温度については、品質管理上簡単には変化させることはできないと聞いております。

○座長 ℃以上、８時間という条件は、安全性の観点からは問題ないだろうという技700

術検討委員会の意見をいただいております。ただ、あとは気持ちが悪いかどうかとか、安

全性以外の部分だけの問題ではないかと思います。ほかに、これではとても具合いが悪い

、 。という御意見 もうちょっとこういう条件を加えてという御意見はございますでしょうか
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そうしましたら、事務局の御提案に加えて、先ほど一つ追加で事務局の方から提案いた

だきまして、その部分を加えた形で今後進めていただくということで本当によろしいでし

ょうか。

特にございませんようでしたら、そういう形で今後進めていただくことにさせていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。

予定の時間をかなり超過していますが、全体を通じて、どうしてもという御意見はほか

にございますでしょうか。委員、どうぞ。

○委員 現状報告ということでペットフード業界について述べさせて頂きますと、ちょう

ど１年前に本日検討し解禁をしたと同じように、比較的早い時期に条件つきで 月１日か11

ら製造開始が認められました。私が第１回の委員会で申し上げたように、たかがペット、

されどペットで、日本には犬が 万頭、猫が 万頭飼われています。高齢化社会、1,000 750

少子化という中で本当に家族の一員に対し、バーッと 月４日から製造ができないという10

ことになったときに、皆様方御存じのようにイトーヨーカドーを始め、すべての流通に対

しペットフードが供給できなくなり大変混乱しました。この委員会で条件つきで牛由来原

料を使わない、製造のラインでコンタミがないように設備投資をきちっとする、あるいは

パッケージに牛に与えない旨の表示をすること、ペットフード工業会がすべて責任を持っ

て、原料のトレーサビリティをするという４条件で製造が再開されました。

業界としても大変苦慮して、まじめにこの カ月、それ以降やってきたなというふうに11

思っているんです。何の援助もない。当然設備投資をすれば自分たちで大きな負担をし、

１億、２億の投資をしてラインを分けていかなければならなかったわけです。

実はペットフードも、個人消費の低迷を反映して、 カ月連続、前年から低迷している27

2,400ところにＢＳＥ問題が発生し、更に足を引っ張られ、現在メーカー出荷ベースで現在

億、流通末端 億強の業界でございます。3,000

現在、原料として動物性たんぱくはチキンミールしか使えませんので、各社当然チキン

ミールに集中します。原価高ということで、ここの委員会でさんざん御議論いただいた、

いわゆる豚はＯＫというところまでなりましたけれども、日本のと場がまだ完全に牛と豚

がセパレートされてないというコンタミの問題がありまして、私ども、原料としてなかな

か豚が使用できない。したがって、バーッと 月４日から投網にかかったとき、業者によ10

っては動物性蛋白質が使えないものですから、フィッシュミールで犬の餌をつくった。当

然、消費者は何だこれはということでクレームも起こります。
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また、牛に与えないという表示は、欧米各国から見ると、ペットフードオンリー、ドッ

クフードオンリー、キャットフードオンリーですから、犬専用、猫専用という表示です。

当然アメリカのペットフード協会から、おまえ何やっているんだと。表示も消費者を混乱

させるな。また、消費者からは、各メーカーのお客様相談室に、牛にやれないものをうち

の愛犬にやっていいのかと言う問い合わせが殺到した。ですから、広告表現等も本当に気

をつけてやらないと、実は大変な１年間だったなと。

先ほど遠藤副大臣がおっしゃったように、農水省が消費者に軸足を移したといういい意

味での１年間かもしれないけれども、本当にそういったユーザーの気持ちも理解し、それ

から流通も理解しないと、メーカーとしては、本当に原価は高い、個人消費は低迷してい

るから末端価格はどんどん安くなっていく中で、どうやって利益を上げたらいいのという

問題になっています。

たまたま何回も座長が繰り返されましたが、今回のように個別に本当に皆さんで討議し

て解決していいよと言ったら、きちっと半年、１年たってそういったチェックして、本当

にそれ以上のことをやっているんだと言ったら、皆さんの意見は反映されているなと思う

んです。ですから、できるだけ早く予算を出して、と場のセパレートの整備をしてくれな

いと、私共がなかなか原料として豚を使えないという問題もあります。

先ほど委員が言ったように、いつまでたっても肉骨粉の処理、山と積まれて、これを全

部除却しなければならないので大変な金と資源のむだという部分もあります。といって牛

の問題は何年かたたないと ％解決しないと思いますので、皆さんが議論したところか100

ら少しずつ解放していく、チェックを何回もするということでいいのかなと思います。

○座長 どうもありがとうございました。

大変貴重な御意見、特にＢＳＥ対策全体にかかわる部分につきましてはさまざまな御意

見、御要望をいただいたと思います。今後、これらの御意見を踏まえて対策をお願いした

いと、私の方からもお願いいたします。

後の２つの案件については、先ほどの形で処理していただくということで御意見の一致

を見たかと思います。

それでは、きょうは時間もかなり参っておりますので、これで閉会させていただきたい

と思います。どうも長い間ありがとうございました。

○委員 済みません、ちょっと１点だけよろしいですか。蒸し返して申しわけないんです

が、使用済みの骨炭が産業廃棄物になるということがありましたね。それで、これがいろ
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いろ付着するから改めて骨炭としてほかの利用はあり得ないんじゃないかということでし

、 、 、たけど 私は素人でわかりませんが 日本は非常にいろんな技術を研究して発達するので

この付着したものを取り除くような技術は今のところは考えられないとしてよろしいわけ

でしょうか。量的に結構多いですから、もしそんな技術が出てくると、産業廃棄物として

処理されるはずのものが、付着したものを除去して再利用というか、もう一度使われるこ

とはゼロと考えてよろしいんですか。

○松原畜産部長 この最終処理、これは用途が用途でございます。そういう意味ではもと

もと安価であるということが前提でございますから、これを再処理してまたというのは、

化学物質であるとか、有機物であるとか、いろんな有害物質を吸着したものをまた精製し

て再生してというコストを考えますと、これは市中に戻ってくる可能性はゼロと言ってい

いぐらいのものではないかと推定しております。先ほど国際衛生対策室長から申し上げま

したように、この最終処理の方法でございますから、埋め立て処分であるとか固型化処理

になっていると思いますが、そういった処理方法についても確認いたしまして、焼却処理

が必要だということであれば、そういったことについても処置するということで対応して

まいりたいと考えております。

○座長 それでは、よろしいでしょうか。閉会にさせていただきます。

どうもありがとうございました。

閉 会


